
※１種チーム用

  　加盟登録団体代表者  　        様 一般社団法人
十勝地区サッカー協会  　
会 長  金 澤    耿

なお、登録料の入金は2021年４月1日以降にお願い致します。（３月中には絶対に入金しないでください）

また、次年度以降も登録のご案内は連絡先に登録されているアドレスにメールで送付いたします。

１. 登録方法    

２. 入力方法    

注意事項

①　チーム登録責任者・チーム登録責任者代理　計2名以上の責任者をご登録下さい。（必須）

※継続登録の際にはチーム登録責任者の変更は行うことが出来ませんので承認後に情報の変更申請を行って下さい。

②　チームに関わる指導者把握のため出来るだけコーチ欄へ入力して下さい。

申請した登録に誤りがあった場合は早急に地区事務局までご連絡下さい。

３.　重複登録にならないように注意願います。

４.　選手証について

５. 登録締切日

上記日程までに登録申請及び登録料の入金をお願い致します。
チーム事情により間に合わない場合は下記事務局にご相談下さい。

　４月２５日(土)　まで

過去に一度でも登録をした選手（別チームでの登録含）はすでに選手番号が発番されていますので
必ず「選手登録番号を検索」した上で登録してください。

６. 問合わせ ①年度初めのWeb登録の仕方についてのお問い合わせは
　チーム用 JFA登録サービスデスク　へ　tel：050-2018-1990
②登録料及び登録受付以降のお問い合せは　地区協会事務局（0155-21-6626）へ

承認後、各選手の顔写真をアップロードして電子選手証を作成してください。
大会にはプリントアウトした選手証をご持参ください。（顔写真入りの一覧表でも可）

チーム登録責任者又はチーム登録責任者代理の方がご自身のJFA　IDでKick Offにログインし、画
面右側のタブからマイページを選択しチーム責任者が表示されていることを確認の上チーム（サッ
カー）タブから「チーム継続登録申請」を行って下さい。

2021年3月24日

2021年度登録事務について（必ず読んでください）
～　サッカー継続登録の場合　～

今年もＷＥＢ申請登録についての冊子の配布は行いませんので必要な場合はＪＦＡのＫＩＣＫ　ＯＦＦサイト
よりダウンロードして下さい。また、2021年度も北海道FA及び十勝FAのサッカーチーム・選手登録では収
納代行システムを利用しませんので従来通りの登録料入金を行って下さい。

 記　　　　　　　　

例年同様　Kick Offシステムを利用した登録を行って下さい。
https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login



７. 登録料等 　　　登録料はチーム登録金　+　選手登録金　+　正会員会費　となります

　下記計算式により金額を算出し、間違いのないように振込んでください。

種別

  　第１種　  チーム      7,000円  チーム   20,000円  チーム  12,000円　
  （社会人）  個人１人  2,000円  個人１人　 500円  個人１人 600円

※1

※1　2021年1月31日時点で公認指導者ライセンス証が発行された指導者を監督として登録したチームは、
　　監督登録料が免除されます。

　20人登録の場合  　　46,000＋62,000(3,100×20)＋1,000　=　109,000　円

　20人登録の場合  　　44,000＋62,000(3,100×20)＋1,000 　=　107,000　円

種別

  　第１種　  チーム      7,000円  チーム   18,000円  チーム  12,000円　

  （大学）  個人１人  2,000円  個人１人　 500円  個人１人 600円
※1

※1　2021年1月31日時点で公認指導者ライセンス証が発行された指導者を監督として登録したチームは、
　　監督登録料が免除されます。

　20人登録の場合  　　44,000＋＋62,000(3,100×20)＋1,000　＝　107,000　円
　20人登録の場合  　　42,000＋＋62,000(3,100×20)＋1,000　=　105,000　円

８.　年度途中の選手追加・選手移籍について

① 選手追加 【選手の追加登録】は，WEB登録（Kick－off)で手続きが必要です。
登録 その都度上記の個人登録金が必要ですので，振込先口座へ入金してください。

② 選手移籍  十勝地区サッカー協会選手移籍規程のとおり。
移籍申請の仕方については次ページの３をご覧ください。
※　移籍料金は、上記内訳表にある個人登録金と同じです。

　　　　　　　　　　　　十勝地区サッカー協会事務局  TEL・ＦＡＸ 0155-21-6626　Mail　tfa@tokachifa.com

電話受付時間　10：00～16：00　（お昼休み時間は電話に出られない場合があります。）

  2,000円

チーム登録料 選手登録料 正会員会費

【重要】～要確認～
公認指導者証発行済の監督の登録チームは、監督登録料2,000円が免除になりますので差し引いてご入金ください。

【監督登録料ありチーム】
【監督登録料免除チーム】

 【振込先口座番号及び名称】　　　帯広信用金庫　中央支店　普通　１２１３９１４
　　　　　　　　　　　　(一社）十勝地区サッカー協会 会長　金澤　耿

「シャ）トカチチクサッカーキョウカイ　カイチョウ　カナザワ　コウ」
※振込人名　は必ずチーム名でお願いします。

振込金額

¥44,000 + ￥3,100×人数 + ¥1,000 ＝

【重要】～要確認～
公認指導者証発行済の監督の登録チームは、監督登録料2,000円が免除になりますので差し引いてご入金くださ
い。

【監督登録料ありチーム】

【監督登録料免除チーム】

大
　
学

内訳
（公財）日 本 サ ッ カ ー 協 会  　 （公財）北海道サッカー協会 （一社）十勝地区サッカー協会

JFAニュース
購読料

正会員
会費登　録　金 登　録　金 登 録 金　

  5,000円
（代表者）

1,000円監督登録料

JFAニュース
購読料

正会員
会費登　録　金 登　録　金 登 録 金　

（一社）十勝地区サッカー協会

社
会
人

（
一
般

）

内訳
（公財）日 本 サ ッ カ ー 協 会  　 （公財）北海道サッカー協会

  5,000円

チーム登録料 選手登録料 正会員会費 振込金額

¥46,000 + ￥3,100×人数 + ¥1,000 ＝

（代表者）

1,000円監督登録料

  2,000円

（１）サッカー　（チーム及び選手） 登 録 料 等 内 訳



１.各種申請

追加登録申請

移籍承諾申請（「登録抹消申請」含む）

チーム情報変更申請 日本サッカー協会（JFA）サイト内

選手情報変更申請 「Kick Off」からの入力申請

監督情報変更申請 https://jfaid.jfa.jp/

２.登録料等の入金

追加登録は、個人登録料の入金が必要です。(登録金等内訳を参考にして下さい。）

入金確認後に承認事務が開始されます。

３.選手の移籍申請の仕方について

①移籍先チームから移籍選手登録申請　→　②システムより移籍元チームに抹消依頼通知　→

③移籍元チームが申請承認　→　④移籍先チームにシステムより通知　→　

⑤十勝ＦＡ口座へ個人登録料振込　→⑥承認　→　⑦登録完了

移籍登録料＝個人登録料の入金が必要です。

◇　入金口座振込先　◇　　

各種申請に係る注意(サッカー登録)
（年度当初に行っていただく継続・新規チーム登録後の追加登録等の手続きについての説明です。）

※チーム登録責任者・登録責任者代理のJFA ID及びパスワードはKickoffサイトにて各申請を行う際に必ず必要となりますので大切

に保管して下さい。事務局では把握できません。

 【振込先口座番号及び名称】　　帯広信用金庫　中央支店　普通　１２１３９１４

　　　　　　　　　　　　                 （一社）十勝地区サッカー協会 会長　金澤　耿

                                       「シャ）トカチチクサッカーキョウカイ　カイチョウ　カナザワ　コウ」

                                             ※振込依頼人名　は必ずチーム名でお願いします。

下記の申請につきましては別途申請書が必要となりますのでHPからダウンロードしてご使用下さい。

１　以下の申請については記載した申請書及び必要書類を事務局まで送付し、申請料につきましては上記

口座に振込して下さい。

☆ユニフォーム広告掲示申請（書式第３-１号または第３-２号）

☆海外遠征申請（別途申請書類）

2　以下の申請については申請の際に記入した申請書をKICK OFFサイトでアップロードして下さい。申請料

についてはJFAの指定口座に直接振込して下さい。

☆選手登録区分変更（プロ/アマ）（書式第１号）

☆国際移籍選手登録申請書（書式第６号）

☆国際移籍証明書発行申請書（書式第９-２号　海外→日本）

☆外国籍選手登録申請書（18歳以上　書式第7-1号/18歳未満　書式第7-2号）

その他お手続きが必要な事項が生じました場合は事務局までご連絡お願いいたします。



  　加盟登録団体代表者  　        様 一般社団法人
十勝地区サッカー協会  　
会 長  金 澤    耿

また、次度以降も登録のご案内は連絡先に登録されているアドレスにメールで送付いたします。

１. 登録方法    

①チーム登録責任者がJFA　IDでログイン　→　②チーム情報の入力　→　③選手情報の入力　

→　④内容の確認及び申請　→⑤登録料支払い(JFA及び十勝FA）　→　⑥FA承認

①JFA IDの取得　→　②資格の紐付け（有資格者のみ）　→　③ログイン　→

④チーム情報の入力　→　⑤選手情報の入力　→　⑥内容の確認及び申請　→

⑦登録料支払い(JFA及び十勝FA）　→　⑧FA承認　→　⑩登録完了

◆継続・新規共通注意事項

①　チーム登録責任者・チーム登録責任者代理　計2名以上の責任者をご登録下さい。

②　チームに関わる指導者把握のため出来るだけコーチ欄へ入力して下さい。

申請した登録に誤りがあった場合は早急に地区事務局までご連絡下さい。

※　２種（Uー１８）、３種（U-１５）、４種（Uー１２）、女子のサッカーチームが選手構成を変えずに

フットサル大会に出場する場合にはサッカーチームフットサル登録（みなし登録-ユース年代優遇制度等）を

利用できる大会があります。大会要項を必ず確認してから必要であればその際にチームをご登録下さい。

（２）フットサル　（チーム及び選手） 登 録 料 等 内 訳

  　第１種　  団体      3,000円
 個人１人 1,000円 ※1

 第２種　☆　  団体      2,000円
  （高  校）  個人１人 　700円 ※1

 第３種　☆  団体      2,000円
  （中学校）  個人１人   500円 ※1

 第４種　☆  団体      2,000円
  （少  年）  個人１人   500円 ※1

※1　2021年1月31日時点で公認指導者ライセンス証が発行された指導者を監督として登録したチームは監督登録料が免除されます。　

１）２・３・４種年代がサッカー登録チーム単位でフットサル活動する場合、ユース年代優遇制度により、
（公財）日本サッカー協会の団体・個人登録料、機関誌（ニュース）購読料、監督登録料及び
　(一社)十勝地区サッカー協会の個人登録料が免除される。
２）前１）に該当しないチームは、ユース年代優遇制度は適用されない。
３）（公財）日本サッカー協会に納入する登録料等は、日本サッカー協会収納代行を利用し納入する。
４）（一社）十勝地区サッカー協会に納入する登録料は、登録時に下記口座に振込ものとする。
５)　上記別表（一社）十勝地区サッカー協会に登録するには、正会員会費（1チーム1,000円）が必要です。

  5,000円
  2,000円

  5,000円
  2,000円

内訳

　種別

（公財）日 本 サ ッ カ ー 協 会  　

ニュース

監督登録料

  5,000円
  2,000円

  5,000円
  2,000円

 【十勝ＦＡ振込先口座番号及び名称】　　　帯広信用金庫　中央支店　普通　１２１３９１４
　　　　　　　　　　　　（一社）十勝地区サッカー協会 会長　金澤　耿　「シャ）トカチチクサッカーキョウカイ　カイチョウ　カナザワ　コウ」

※振込人名　は必ずチーム名でお願いします。

2021年度登録事務について（必ず読んでください）
～　フ ッ ト サ ル　の　場　合　～

  今年もＷＥＢ申請登録についての冊子の配布は行いませんので必要な場合はＪＦＡのＫＩＣＫ　ＯＦＦサイトよりダウ
ンロードして下さい。
支払方法は収納代行を使用しますが十勝地区登録料については直接下記口座にお振込ください。

 記　　　　　　　　

登　録　料

（一社）十勝地区サッカー協会
（ＴＦＡ）

正会員
会費

登 録 料

２. 問合わせ ①年度初めのWeb登録についてのお問い合わせは　ﾁｰﾑ用 JFA登録ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｽｸ　へ
　tel：050-2018-1990
②十勝地区登録料のお問い合せは　地区協会事務局（0155-21-6626）へ

◆継続チーム

◆新規チーム

なし

（公財）北海道サッカー協会
（ＨＫＦＡ）

登　録　料

なし

 個人１人 300円

 個人１人 300円

なし

なし

 個人１人 300円

2021年3月

※中学校体育連盟加盟チームに、その中学校に在籍し、かつ、本協会の女子チームに登録している選手がい
る場合、移籍手続を行うことなく、女子登録選手が参加可能な大会がありますので大会要項を必ず確認して下
さい。

（代表者）

1,000円

（代表者）

1,000円

（代表者）

1,000円

（代表者）

1,000円

 個人１人 300円



① 選手移籍  十勝地区サッカー協会選手移籍規程のとおり。
移籍申請の仕方については次ページの３をご覧ください。
※　移籍料金は、上記内訳表にある個人登録金と同じです。

② その他　  【選手の追加登録】は，WEB登録（Kick－off)で手続きが必要です。
その都度上記の個人登録金が必要ですので，振込先口座へ入金してください。

(３）フットサル　大 会 登 録 料 

十勝協会

みなし登録
（2･3･4種）

地区予選のある大会
のみ

全日本フットサル選手権 ¥1,000

大学フットサル

全日本フットサルU18 ¥4,000 ¥1,000

全日本ユースU15 ¥4,000 ¥1,000

全日本少年フットサル大会 ¥4,000 ¥1,000

全日本女子U15 ¥4,000

レディースフットサル ¥4,000

日本フットサルリーグ

全国地域チャンピオンズリーグ

全国選抜フットサル

全国女子選抜フットサルトリムカップ

各地区リーグ ¥4,000 ¥1,000

全道フットサル一般 ¥4,000 ¥1,000

自治体フットサル北

自治体フットサル南

専門学校フットサル

全道フットサルU14 ¥4,000 ¥1,000

全道フットサルU12 ¥4,000 ¥1,000

全道フットサル女子 ¥4,000

全道フットサル少女 ¥4,000

全道シニア

北海道フットサルリーグ

北海道フットサルリーグカップ

カレッジリーグ

北海道女子リーグ

ノービスリーグ

U10リーグ ¥4,000

１） 大会参加料納入と同時にチームが、(一社)十勝地区サッカー協会へ納めるものとする。

　　※問い合わせ先 〒080-0018 帯広市西8条南18丁目3-3 大西ﾋﾞﾙ内
　　　　　　　　　　　　十勝地区サッカー協会事務局  TEL・ＦＡＸ 0155-21-6626

¥2,000

¥2,000

¥3,000

合　計（HKFA+TFA)

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥3,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥3,000

¥2,000

¥3,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

フットサル
登録

¥3,000

¥2,000

¥5,000

¥2,000

¥2,000

¥3,000

¥3,000

¥3,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000全
道
等

¥2,000

¥2,000

みなし登録
（2･3･4種）

¥2,000

フットサル登録

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

（年度途中）

全
国
等

¥2,000

¥4,000

¥4,000

¥5,000

¥5,000

¥2,000

¥2,000

内訳

（公財）北海道サッカー協会

大会名

¥5,000

¥5,000 ¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥5,000

¥5,000

¥4,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥2,000

¥4,000



１.各種申請

追加登録申請

登録抹消申請（「移籍承諾申請」含む）

チーム情報変更申請 日本サッカー協会（JFA）サイト内

選手情報変更申請 「Kick Off」からの入力申請

監督情報変更申請 https://jfaid.jfa.jp/

２.登録料等の入金

追加登録は、個人登録料の入金が必要です。(登録金等内訳を参考にして下さい。）

入金確認後に承認事務が開始されます。（支払先はＪＦＡ　及び　十勝ＦＡ）

３.選手の移籍申請の仕方について

①移籍先チームから移籍選手登録申請　→　②システムより移籍元チームに抹消依頼通知　→

③移籍元チームが申請承認　→　④移籍先チームにシステムより通知　→　⑤登録振込　→

⑥FA承認　→　⑦登録完了

移籍登録料はフットサル個人登録料の入金が必要です。（支払先はＪＦＡ　及び　十勝ＦＡ）

◇　十勝ＦＡ入金口座振込先　◇　　

各種申請に係る注意(フットサル登録)

 【振込先口座番号及び名称】　　帯広信用金庫　中央支店　普通　１２１３９１４

　　　　　　　　　　　　                 社）十勝地区サッカー協会 会長　金澤　耿

                                       「シャ）トカチチクサッカーキョウカイ　カイチョウ　カナザワ　コウ」

                                             ※振込依頼人名　は必ずチーム名でお願いします。

下記の申請につきましては別途申請書が必要となりますのでHPからダウンロードしてご使用下さい。

１　以下の申請については記載した申請書及び必要書類を事務局まで送付し、申請料につきましては上記

口座に振込して下さい。

☆ユニフォーム広告掲示申請（書式第３-１号または第３-２号）

☆海外遠征申請（別途申請書類）

2　以下の申請については申請の際に記入した申請書をKICK OFFサイトでアップロードして下さい。申請料

についてはJFAの指定口座に直接振込して下さい。

☆選手登録区分変更（プロ/アマ）（書式第１号）

☆国際移籍選手登録申請書（書式第６号）

☆国際移籍証明書発行申請書（書式第９-２号　海外→日本）

☆外国籍選手登録申請書（18歳以上　書式第7-1号/18歳未満　書式第7-2号）

3　クラブ申請については　Googleフォーラムから申請してください。

その他お手続きが必要な事項が生じました場合は事務局までご連絡お願いいたします。

（年度当初に行なっていただく継続・新規チーム登録後の追加登録等の手続きについての説明です。）

※JFA ID及びパスワードはKickoffサイトにて各申請を行う際に必ず必要となりますので大切に保管して下さい。


