
＊ 担当者が変わる場合は、必ず書類一式を次の担当者へお渡し下さい。 

２０２２ 加盟登録手続きについて 

 

公益社団法人 岩手県サッカー協会 

 

 KickOff システムにての申請となりますのでご注意ください。なお、登録の中には別途書類等が必要な場合もあります

ので、各々の指示に従って手続きを進めてください。不明な点については、県協会事務局まで問合せいただきますよう

お願いいたします。 

 

 各種大会の開催時期が早まってはおりますが、試合での選手証の携帯は必須です。2018年度から電子登録証

に完全移行となっており、登録完了時より使用できます。各チームにおきましては十分余裕をもって申請と納金を

済ませて頂きますようお願い申し上げます。 

 

 なお、年度切り替えの時期において、代表者の変更・顧問の変更等がありますので、到着後一度確認をお願いいたし

ます。 次年度の登録のため登録責任者の変更、または登録責任者代理の複数名登録は、年度前に行うよう 

お願いいたします。2021 年度申請受付は 令和 4 年 2月 28 日（月） で終了となります。 

 

１・配布物  

（ａ） 加盟登録手続きについて（本紙） …3枚 

（ｂ） ユニフォーム広告申請  …3枚 

＊ 2022年度も登録小冊子の配布はありません。登録サイトを参照ください。 

 

２・各登録手続きについて 

１） 登録上の注意 

１ 配布物（ａ）を十分に読んでください。 

２ 選手登録番号はその人の生涯の永久不変番号です。 

３ 新規加入者の記入（特に中学・高校・大学並びに社会人一年生はご注意ください） 

① 申請控えの印刷は各自でお願いいたします。 

②  新規登録者で選手登録番号が不明の場合『備考』の欄に最終所属チームを必ず記載ください。 

③ 前年度他種別で登録していた場合 

＜例＞中学校（３種）の場合   ( 高校･大学・社会人でも同様 )  

 ・ 前年度 4 種に登録の選手は、「選手登録番号」を持っています。本人の｢選手証｣で確認上、必ず

｢選手登録番号｣を記入する事。～不明の場合は、前所属チームへ問合せること～ 

④  前年度登録されていない場合でも、1996 年度以降一度でも登録したことのある選手は、「選手登録番

号」を持っていますので、③と同様の手続きを取って確認してください。 

⑤  1996 年以降日本協会に一度も登録していない、新規の選手の登録番号は受付確認後に日本協会で

決定します。後日発行の選手証で確認となります。 

４ 学校の学年の項目は、昨年のデータより１年プラスして表示されております。 

５ Ｗｅｂ登録継続申請後の、変更・追加は追加登録等で行ってください。 

６ 選手（特に中高生）の入部決定が遅い場合は、登録締切までにチーム登録申請のみを行うか、チーム登録申

請と上級生のみの申請を完了させてください。新入生などは、入部決定後、追加登録で申請をしてください。 

    ＊ ただし、大会によっては登録日の期限を設けている場合がありますのでご注意ください。 



 

   ７ 高体連（女子高校含）・中体連（女子中学含）・4種の選手の国籍入力について 

     2020年度より、一部の登録カテゴリーで入力が任意であった「国籍」について、任意から必須事項に変更となり 

ました。Kickoff に初登録の外国籍選手の場合、Ｋｉｃｋｏｆｆへの入力と共に、各種申請書類の提出が必要となり

ます。（既に書類を提出済みの選手は提出不要。）当該選手がいるチームは、登録申請時に選手への確認を

必ず行ってください。 

 

３・登録作業について 

   ＷＥＢ登録作業は原則チームにて行ってください。WEB 環境に難がある場合は、PC をお貸しいたします。事前連

絡の上県協会事務局までお越しください。PC 操作方法について不明な点がある場合は、本紙 問い合わせ先に連

絡をお願いいたします。また、「都道府県承認前」または「承認済み入金待ち」の状態で申請内容に不備がある場

合のみ、事務局まで「差し戻し依頼」をしてください（文書・ＦＡＸのみ）。申請前の状態に戻します。ただし、都道府

県承認後については、対応できかねますのでご了承下さい。 

 

４・登録締切       

 令和 4年 4 月 30 日(土) （期限厳守）  

＊ 上記２点の作業の期限までの完了をお願い致します。なお、登録料の納入における振込手数料は 

チームにてご負担願います。 

 

５．選手証について 

 １） 2020 年度から、サッカー・フットサルともに選手証も電子選手証に完全移行となりました。KickOff より、選手の写 

真をアップロードの上、プリンター等で印刷しご使用ください。 次の ２）参照  

 ２） 電子登録証の利用について  

    ① 登録完了（入金確認完了）すると、即日または翌日には登録証が WEB上で見られます。 

    ② 選手の「顔写真」を登録します。 

    ③ ②を終えた選手は、「登録料出力」ボタンより、電子版選手証が発行されます。 

      自宅等のプリンターで印刷して持ち歩くことができ、その選手証を提示し試合に出場することができます。 

 ３） JFA KICK OFFアプリについて 

   2018年 4 月より、JFA KICK OFF アプリも利用できます。電子登録証もこのアプリから利用可能です。 

 

６．フットサルについて 

１） １種（一般女子・シニアもフットサルでは１種扱い）登録チームは、２に従い登録作業を行ってください。 

     注＞１種登録チームには、フットサル連盟加盟に該当する場合の連盟登録費が加算されます。 

２） ２～４種の登録について 

 ① ２～４種、主に学生年代のフットサル登録については「みなし登録」を適用します。 

   女子は、対象年代に該当する部分を参照願います （例 女子高校⇒２種、女子中学⇒３種） 

 ② 「みなし登録」とは・・・・ 

   ＝ JFAサッカー登録を完了しているユース年代(２種・３種・４種)のチームは、サッカーで登録している 

チームのままで出場する場合のみ、新たにフットサル登録をすることなくフットサル大会に出場できます。 

選手証はサッカーの選手証を利用することとします。 

     注＞ただし、各大会要項によりますので、各大会の参加要項をきちんとご確認ください。 



 ③ 次の場合は、２～４種登録チームでも「みなし登録」が適用されません。（注 大会要項による） 

   ・ サッカーのチーム・選手登録をしていないチーム 

   ・ 複数のサッカーチームに所属する選手で構成されたチーム 

       チーム A‘ （サッカーＡチームの選手①、サッカーBチームの選手② 等） 

 ④ サッカー同様、異なるチームで試合に出場する場合は、移籍手続き（登録料含）が必要です。 

 ⑤ サッカー同様、添付ファイルが必要な場合（国際移籍・プロ選手等）は、その手続きが必要です。 

 

７．登録責任者 / 登録責任者代理 複数登録について（お願い） 

各チームにおける、登録作業を行う方を 登録責任者 または 登録責任者代理 として登録します。 

登録責任者/登録責任者代理は、必ずしもチームの実質的な責任者や監督でなければならないわけではありません

ので、１チームで複数の登録をしておくことを推奨します。（例 保護者会の方、コーチ、マネージャー、広報担当 等） 

 年度の切り替わりの時期において、下記事象が多く想定されますので、次の対応をお願いいたします。 

 

➢ 登録責任者が１チームに１名である 

        ⇒ 登録責任者が１名ですと、何かあったときに、そのチームの申請や情報を管理できる方がおりません。 

          登録責任者代理を複数登録して、何かあったときのために備えましょう。 

➢ 学校関係のチームで顧問教諭が登録責任者で登録している場合 

      転勤でそのチームを離れるが、新任者がまだ不明である 

        ⇒ 「現 登録責任者」が 次年度も確実に残る方（第２顧問・コーチ・キャプテン・マネージャー等）を 

「登録責任者代理」に追加申請をしてください。申請方法は 冊子ｐ25を参照願います。 

2021年度申請受付は 令和 4 年 2月 28日(月) で終了となります。 

            登録責任者代理は、新年度 WEB登録作業を行い、新任者を登録責任者に申請してください。 

前顧問が、登録責任者代理を追加しなかったため、新年度の新顧問が申請できない 

         ⇒ 前顧問に連絡をとり、新年度のチーム継続申請までの作業をお願いしてください。 

その際に、登録責任者（前顧問）が登録責任者代理（新顧問）を登録申請する作業を入れてください。 

継続登録完了・登録料を入金した後に、新顧問（登録責任者代理）が自身を、チーム情報変更申請 

にて登録責任者代理から登録責任者への変更を申請してください。 



＊ 担当者が変わる場合は、必ず書類一式を次の担当者へお渡し下さい。 

  

手続き 方法 注意事項 締切 手続き日数 費用

継続チーム・選手登録申請

登録の前歴（選手登録番号を既に持っている場
合）を確認のこと
→　前歴ありの選手が番号なしで申請すると時間がか
かる場合があります

2022/4/30

（年度途中による）

選手追加登録申請 同一年度内の他チームからの移籍

登録抹消申請 登録中⇒移籍選手追加申請、抹消済⇒選手追加申請

（情報変更申請）

チーム情報変更申請 連絡先等チーム情報に変更があったとき

選手情報変更申請
選手情報に変更があったとき
　＊生年月日変更に伴う選手登録番号変更の
　　場合、選手登録番号に☑をいれること

監督情報変更申請 監督情報に変更が生じた場合

※別途他の手続きが必要な場合

注意　-　一部の書類については。Kick　OFF　内で、ファイル添付にて一緒に申請のこと

選手区分変更申請
Webによる申請
様式1号の提出

①プロ選手からアマチュア選手として登録する場合
②アマチュアからプロ選手として登録する場合
③プロ選手として登録する場合

随時
様式1号の添付（KICKOFFへの添付又は押印済み本紙郵送）
申請料は振込済みで、振込明細書をKICKOFFに添付のこと

申請料の振込　JFA口座宛(銀行）

①　5000円
②・③　10000円

国際移籍証明書発行申請書 様式9号の提出
①選手が日本から海外に移籍する場合　9-1号
②選手が海外から日本に移籍する場合　9-2号
（全ての選手＜アマ・プロ＞共に必要）

随時
様式9-1号又は9-2号のJFAメール送付
申請料の振込　JFA口座宛（銀行)

①　無料
②　11,000円

様式7号の提出
WEB・郵送に

よる申請

①7-1号　18歳以上の海外で登録履歴がない選手
②7-2号　18歳未満の海外で登録履歴がない選手
③7-3号　18歳未満のFIFAによる登録前審査依頼

随時
KICKOFFへの添付（7-1号・7-2号）*要添付書類
JFAへの郵送（7-3号）

通常登録料のみ

様式8号の提出
WEBによる申請

①8-1号　外国籍扱をしない選手
②8-2号　18歳未満の外国籍扱をしない選手

随時 様式8号の　KICKOFFへの添付　＊要添付書類 通常登録料のみ

国際移籍選手登録申請書
様式6号の提出
WEBによる申請

海外から日本に移籍する場合 随時
国際移籍証明書(写)　他必要書類　要確認
様式6号の添付（KICKOFFへの添付又は押印済み本紙郵送）

通常登録料のみ

（ユニフォーム広告申請）

ユニフォーム広告掲示申請書
様式3-1号の提出

又は
様式3-2号の提出

ユニフォームに広告を掲示する場合
＊　クラブ申請・認可されている
　複数チームが同じ広告を掲示する場合は
　様式3-2号を使用

掲載場所については別添参照

随時
様式3-1又は3-2号の提出（押印済み本紙、FAX不可）
申請料の納付（１カ所　１１０００円）

申請料の振込　岩手FA宛（郵便局)
１カ所　11,000円

（クラブ申請） 2020年度より変更　下記Google フォームより申請

クラブ申請書 様式12号の提出 クラブとして認可を受ける場合 随時 https://bit.ly/3rODtt9 無料

注意）全て年度（4月1日から翌年3月31日）単位となります。広告申請においては、同じ広告でも複数年掲載する場合毎年申請が必要となります。

　　　国際移籍申請について、海外から選手を受け入れた場合、抹消に係る日本から海外への国際移籍申請もチームの責任となります。

　　　全ての手続きにおいて、手続きが完了する前に公式戦に出場することはできません・

外国籍選手登録申請書

（外国籍・海外から戻る日本人選手を登録する場合　　＊下記以外の場合は別途お問い合わせください　）

登録料一覧参照

　＊同年度内での
　移籍でも登録料
　は必要です。

都道府県１次承認：データ入力後
最終承認：入金確認後
JFA選手証：電子登録証　のみ

　　＊　申請情報にエラーがある場合や、他の手続きを
　　　　必要とする場合は上記日数より掛かる場合が
　　　　ありますのでご注意ください。

随時

Kick Offによる申請

各種様式のダウンロードサイトはこちらを参照 



＊ 担当者が変わる場合は、必ず書類一式を次の担当者へお渡し下さい。 

８．登録料 

 

〇 令和 4/2022年度サッカーチーム・選手登録料 

※2022年度より 1種 i登録は廃止となりました。 

 

 
 

 

〇 令和 4/2022年度フットサルチーム・選手登録料 

 

 
 

 

 

 ＜問い合わせ・提出先＞ 〒028-3318 紫波郡紫波町紫波中央駅前 2丁目 1-1 

    ＴＥＬ：019-681-8010（協会代表電話） ＦＡＸ：019-681-8012 （協会・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ共通） 

         岩手県フットボールセンター 専用電話 ＴＥＬ：019-681-8011 

 

 

 

 

 

JFA 岩手FA JFA 岩手FA

1種 社会人・大学・高専 37,000 14,000 23,000 5,300 2,000 3,300

高校 33,000 9,500 23,500

クラブユース 25,500 9,500 16,000

3種 中学・クラブユース 21,500 9,500 12,000 2,300 700 1,600

小学４～６年 1,600 0 1,600

小学１～３年 300 0 300

一般・大学（30歳未満） 5,300 2,000 3,300

一般・大学（30歳以上） 3,500 2,000 1,500

高校 33,000 9,500 23,500

クラブユースU18 25,500 9,500 16,000

中学 21,500 9,500 12,000 2,300 700 1,600

シニア 26,000 14,000 12,000 3,500 1,500 2,000

女子

1,000 2,100

4種 21,500 9,500 12,000

2種 3,100

37,000 14,000 23,000

3,100 1,000 2,100

サッカー

チーム登録料

内訳表
合計

選手登録料

合計
内訳表

注意）　チーム登録料に下記の諸経費が既に含まれています。　

①　全種別　　：　監督登録料2,000円・機関紙代5,000円

②　２種（高校）・女子（高校）のみ　：　①並びに、高校年鑑代7,500円

JFA 岩手FA JFA 岩手FA

1種 20,000 10,000 10,000 2,500 1,000 1,500

2種 14,000 9,000 5,000 1,700 700 1,000

3種 12,000 9,000 3,000 1,000 500 500

4種 12,000 9,000 3,000 500 0 500

フットサル

チーム登録料 選手登録料

合計
内訳表

合計
内訳表

注意）　①　全種別　　：　チーム登録料に下記の諸経費が既に含まれています。

　　　　　　　　　　　　　監督登録料　2,000円・機関紙代　5,000円

　　　　②　登録区分　フットサル連盟のみ・下記費用が追加で加算されます。

　　　　　　　　　　　：（全種別）JFFチーム登録料　2,000円

　　　　　　　　　　　　（1種）JFF選手登録料　2,000円/1人

　　　　　　　　　　　　　県連盟チーム登録料　10,000円　県連盟選手登録料　1,000円/1人



 

• サッカーチーム、フットサルチーム、審判、指導者の登録・ログインはこちら 

o 登録者の皆様へ 【重要】登録証の運用変更について 

2018 年度より、JFA の各種登録証（選手証、監督証、審判証、指導者ライセンス証）は、「電

子発行のみ」の運用へ完全移行しています。従来のカード型登録証は配送されませんので、

ご了承ください。                       「電子登録証」運用の詳細はこちら →   

o KICKOFF お問い合わせ窓口「JFA 登録サービスデスク」 

お問い合わせの前にご確認ください 

よくあるご質問と回答集をご用意しております。早期の解決に結びつくこともありますので、

お問い合わせの前にご確認くださいますよう、お願い申し上げます。 

                                      よくあるご質問はこちら  → 

 

KICKOFF に関するお問合せフォーム一覧はこちら   

 

電話番号：050-2018-1990 （※一部の IP 電話を除き、ご利用会社の通話料が発生致します） 

営業時間：以下よりご確認ください。https://www.jfa.jp/registration/sd.html 

※ 電話のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。 

お掛け間違いのないようご注意ください。 

※ 各種お問い合わせフォームの活用を推奨いたします。 

 

 

〇 サッカーチーム／フットサルチーム／選手 の登録について 

 

✓ 監督証／選手証の出力方法については、コチラ をご確認ください。 

 

✓ その他、具体的な手続き方法については、 

「KICKOFF システム利用手引き」 をご確認ください。  

 

http://www.jfa.jp/registration/digitization/
http://www.jfa.or.jp/info/inquiry/kickoff/index.html
http://www.jfa.or.jp/info/inquiry/kickoff/2015/10/post-106.html
http://www.jfa.jp/registration/digitization/#howto_team
http://www.jfa.jp/registration/digitization/#howto_team
http://www.jfa.jp/registration/pdf/web_app_reg.pdf

