
　都道府県　岐阜県

日　程 日　程 日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

期　日 期　日

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

17:00 17:00 17:00

17:30 受付・集合(１７：２０) 17:30 受付・集合(１７：２０) 17:30 受付・集合(１７：２０) 17:00 受付・集合(１７：２０)

18:00 講義　17:40～18：40 47FA 18:00 講義　17:40～18：40 47FA 18:00 講義　17:40～18：40 47FA 講義　17:40～18：40 47FA

ガイダンス インストラクター 分析 インストラクター 分析２ インストラクター 18:00 戦術１ インストラクター

19:00 実技 47FA 19:00 実技 47FA 19:00 実技　 47FA 実技　 47FA

19:00〜20:30 インストラクター 19:00〜20:30 インストラクター 19:00〜20:30 インストラクター 19:00 19:00〜20:30 インストラクター

ＧＡＭＥ 技術① 技術② 20:00 戦術１

21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00）

日　程 日　程 日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 科目名 講師

17:00 17:00 17:00 17:00

17:30 受付・集合(１７：２０) 17:30 受付・集合(１７：２０) 17:30 受付・集合(１７：２０) 17:30 受付・集合(１７：２０)

18:00 講義　17:40～18：40 47FA 18:00 講義　17:40～18：40 47FA 18:00 講義　17:40～18：40 47FA 18:00 講義　17:40～18：40 47FA

戦術２ インストラクター ゴールキーパー インストラクター プランニング インストラクター コーンチング・実践 インストラクター

19:00 実技 47FA 19:00 実技 47FA 19:00 実技 47FA 19:00 実技 47FA

19:00〜20:30 インストラクター 19:00〜20:30 インストラクター 19:00〜20:30 インストラクター 19:00〜20:30 インストラクター

戦術２ ゴールキーパー プランニング コーチング

21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～17:00）

日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 科目名 講師

9:00 受付・集合(9:20) 8:00 受付・集合　８：００

講義 　9:30～10:30 47FA 8:30～11:30 47FA

受付・集合(１７：２０) 10:00 チームマネージメント インストラクター 指導実践　3組 インストラクター

17:00 講義　17:30～18:20 47FA 講義 　10:30～11:30 47FA 180分

競技精神 インストラクター 13:00 受付・集合　13:00 11:00 メディカル インストラクター

18:00 18:30～19:20 47FA 13:30～17:00 47FA 講義 　11:30～12:30 47FA 12:00

グループワーク インストラクター 指導実践　3組 インストラクター 12:00 メディカル・発育発達 インストラクター 13:00 休憩　２Ｈ

19:00 実技 47FA 180分 振り返り（～12:30） 13:30～16:00 47FA

20:00 19:40～20:40 インストラクター 13:00 指導実践2組 インストラクター

指導実践　1組　60分 17:00 120分

21:00 振り返り（～21:00） 振り返り（～17:00） 16:00 振り返り（～１６：０0）

プラザで宿泊

日　程 日　程

会　場 会　場

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

17:00

受付・集合(１７：２０) 18:00

18:00 実技　 47FA 集合・開始18:30

17:45～20:45 インストラクター 19:00 筆記テスト 47FA

指導実践　3組 19:00～20:00 インストラクター

20:00 180分 20:00 閉校ガイダンス 47FA

20:00～20:30 インストラクター

21:00 振り返り（～21:00）

メモリアルセンター補助／第一会議室 ハートフルスクエアG

期　日
令和2年12月13日(日)

期　日
令和2年12月20日(日)

17:30～21:00 18:30～21:00

第　１３　日 第　１４　日

期　日
令和2年12月6日(日)

17:30～21:00 13:00～17：00 9:00～13:00 8:00～16:00
期　日

令和2年11月15日(日)
期　日

令和2年11月21日(土)
期　日

令和2年11月22日(日)

第　９　日 第　１０　日 第　１１　日 第　１２　日

長良川メドウ球技場/メドウ会議室 メモリアルセンター補助 メモリアルセンター第一会議室 ＧＦＣ

期　日
令和2年11月8日(日)

17:30～21:00 17:30～21:00 17:30～21:00 17:30～21:00
期　日

令和2年10月17日(土)
期　日

令和2年10月18日(日)
期　日

令和2年10月25日(日)

ＧＦＣ／笠松交流館 北西部Ｇ/スポーツ交流センター 北西部Ｇ/スポーツ交流センター 長良川メドウ球技場/メドウ会議室

17:30～21:00 17:30～21:00 17:30～21:00 17:30～21:00

第　５　日 第　６　日 第　7　日 第　８　日

期　日
令和2年10月11日(日)

期　日
令和2年9月13日(日) 令和2年9月20日(日) 令和2年9月22日(火)

長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室

２０２０年度

サッカーC級コーチ養成講習会 　第２コース日程表

※時間及び会場は変更になることがあります。

第　１　日 第　２　日 第　３　日 第　４　日


