
平成３０年度 札幌地区サッカー協会審判員資格更新時講習会 開催要項 

平成３０年10月 

（一社）札幌地区サッカー協会審判委員会 

１．主    旨  審判員資格を有し、競技規則に対する知識を深め、審判技能の向上を目指すとともに、審判の資格更新の機

会とする。 

２．主    催  （一社）札幌地区サッカー協会 

３．主    管  （一社）札幌地区サッカー協会審判委員会 

４．受講資格  平成３０年度審判登録者 

５．講習内容  競技規則の改正に関すること。 

審判理論（ル－ル解説・審判法）に関すること。   

６．費   用   

更新する資格 JFA登録料 HFA登録料 SFA登録料 講習会経費 合計 

サッカー・フットサル ２級 ５,０００ ２,０００ １,０００ １,０００ ９,０００ 

サッカー・フットサル ３級 ３,０００ ５００ １,０００ １,０００ ５,５００ 

サッカー・フットサル ４級 ２,５００ ５００ １,０００ １,０００ ５,０００ 

ユース S３級・F３級 １,０００ ０ ０ １,０００ ２,０００ 

ユース Ｓ４級・Ｆ４級 ５００ ０ ０ １,０００ １,５００ 

Eラーニングでの更新 

サッカー・フットサル ４級 ２,５００ ５００ １,０００ １，０８０ ５,０８０ 

ユース Ｓ４級・Ｆ４級 ５００ ０ ０ ０ ５００ 

JFA：(財）日本サッカー協会  HFA：(財）北海道サッカー協会  SFA：（一社)札幌地区サッカー協会 

７．受講手続  

審判委員会ホームページ 『サッカー／フットサル審判員更新時講習会 受講手続』を参照してください 

注意事項： ① Ｗｅｂ画面での申込が終了しても期日までに受講料の納入が完了していないときには、受講資格は

ありません。Ｗｅｂ画面で申込をした方は、必ず受講料の納入をお願いします。 

②受講料納入後の受講日変更はできませんので、事前にご自身の予定を確認後、申し込みを行ってく 

ださい。受講日変更希望等の電話による受け付けも一切しておりませんので、ご了承下さい。 

ただし、別の日に申込みをしたいときには、以前の申込みを取り消す必要があります。取り消す時に

は、委員長（阿部）までメール（hfa.abe@gmail.conm）で取り消しの依頼を行ってください。別な日

に受講するためには、再度申込み、受講料の納入が必要です。受講しなかった分の費用は、返金手数

料１,０００円を差し引き、現金書留にて返金いたします。返金までには、約３ヶ月かかります。 

 

  



８．開催日ならびに会場（受講に際し、一般とユースの違いはありません。） 

◎  会場は札幌コンベンションセンター（白石区東札幌６条１丁目１－１）です。 

  別途札幌市生涯学習センターちえりあの場合のみ会場記載あり 

◎  いずれか１回を受講してください。 

◎ 札幌コンベンションセンターの使用する会議室は、当日入り口で確認をしてください。 

◎ 各回の受付時刻は、 

 午後の案内は、受付：１３時３０分～１４時。講習時間は、１４時～１６時３０分 

 夜間の案内は、受付：１８時３０分～１９時。講習時間は、１９時～２１時３０分です。 

途中で受講を取りやめたときには、認定されません。 

 

 フットサル更新時講習会 

（競技規則の理解を重点的に行いますので、早目の講習会を受講してください。） 

◎ フットサル４級更新時講習会 

 E-ラーニング 受付・申込期間：平成３０年１０月６日～平成３１年 ３月２０日 

（費用 一般：5,080円 ユース:500円） 

       受 講 期 間：平成３０年１０月６日～平成３１年 ３月２８日 

◎ フットサル４級更新時講習会 

 第１回：平成３０年１０月８日（土）夜間 定員 ４０名 ちえりあ中研修室 

 第２回：平成３０年１２月４日（火）夜間 定員１８０名  小ホール 

 

◎ フットサル３級更新時講習会 

 第１回：平成３０年 ９月３０日（日）夜間 定員  ４０名 ちえりあ中研修室 

 第２回：平成３０年１０月 ５日（金）夜間 定員  ４０名 ちえりあ中研修室 

 第３回：平成３１年 １月１９日（土）夜間 定員 １８０名 小ホール  

 第４回：平成３１年 ２月 ５日（火）夜間 定員 １８０名 小ホール 

 第５回：平成３１年 ２月２３日（土）午後 定員 １８０名 小ホール 

 

◎ フットサル２級更新時講習会 

 第１回：平成３１年 ２月 ６日（水）夜間 定員  ４０名 ２０６ 

 第２回：平成３１年 ２月２３日（土）夜間 定員  ４０名 ２０６ 

  



 サッカー更新時講習会 

◎ サッカー４級更新時講習会 

 E-ラーニング 受付・申込期間：平成３０年１０月６日～平成３１年 ３月２０日 

（費用 一般：5,080円 ユース:500円） 

       受 講 期 間：平成３０年１０月６日～平成３１年 ３月２８日 

◎ サッカー４級更新時講習会 

 第１回：平成３０年１２月 ６日（木）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第２回：平成３１年 １月２３日（水）夜間 定員  １８０名 小ホール 

◎ サッカー３級更新時講習会 

 第１回：平成３１年 １月１８日（金）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第２回：平成３１年 １月１９日（土）午後 定員  １８０名 小ホール 

 第３回：平成３１年 １月２４日（木）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第４回：平成３１年 ２月 ６日（水）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第５回：平成３１年 ２月 ７日（木）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第６回：平成３１年 ２月 ９日（土）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第７回：平成３１年 ２月１３日（水）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第８回：平成３１年 ２月２１日（木）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第９回：平成３１年 ２月２３日（土）夜間 定員  １８０名 小ホール 

 第10回：平成３１年 ３月１３日（水）夜間 定員  １８０名 小ホール 

◎ サッカー２級更新時講習会 

 第１回：平成３１年 ２月 ９日（土）夜間 定員   ４０名 ２０６ 

 第２回：平成３１年 ２月２１日（木）夜間 定員   ４０名 ２０６  

 第３回：平成３１年 ３月１６日（土）夜間 定員  １８０名 小ホール 

☆E-ラーニングの受講方法 

☆受講手続の講習会の選択で、最上部にある「JFAラーニング講習会」を選択し、指示に従い手続きをとる。 

  

９．問合せ先 

（講習会に関する詳しい内容は、Ｗｅｂサイトの「詳細」で確認してください。また、申込み終了後は、審判員の個人サイトで

「申請状況の確認」で確認できます。） 

 

 

 

 

 

 

 

☆講習会の申し込み方法・資格・受講に関することは、審判委員会 委員長 阿部 に 

直接行ってください。（協会事務局では、対応できません。） 

（E-mail:hfa.abe@gmail.com） 極力こちらを利用願います。 

（電話 18時～20時 090-6265-3680） 

（一社）札幌地区サッカー協会審判委員会ホームページ http://www.sfa-rc.net/   

http://www.sfa-rc.net/

