
※チーム用

  　加盟登録チーム代表者  　        様 一般社団法人
十勝地区サッカー協会  　
会 長  草野　康一
(担当　事務局)

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　→⑤FA承認　→　⑥支払い手続き→　⑦お支払い＝登録完了

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　→

⑦FA承認　→　⑧支払い手続き→　⑨お支払い＝登録完了
　※すでにJFA IDをお持ちの方は③よりお進みください

◆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。(必須)

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。

　　　随時承認いたしますので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。

３. 

４.　選手証について

2022年4月

2022年度サッカーチーム/選手の登録についてご案内いたします。これまでのKICKOFF登録による登録に変更はございませんが
(公財)北海道サッカー協会が収納代行を導入したことに伴い支払方法が変更となります。
下記6.７に登録料及び支払い方法について説明がありますので添付の手引き(抜粋)とともに必ずご確認ください。
※KICK OFF登録の手引き(全頁)はJFAホームページ内にあります。　　https://www.jfa.jp/registration/pdf/web_app_reg.pdf

 記　　　　　　　　

例年同様　ＫＩＣＫ ＯＦＦシステムを利用し、各種別の申し込み期限に間に合うように登録を行って下さい。
https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login

2022年度登録事務について（必ず読んでください）
～　サッカー登録の場合　～

2種

1種

リーグに参加
しないチーム 4/27(水)

シニア

女子

4種

５. 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　十勝地区サッカー協会事務局（0155-21-6626）へ

3種

※今年度より　KICK OFF申請後、JFA承認後にお支払い手続き→お支払いで登録完了となりますので余裕を持ってご対応ください。

登録完了後、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）

◆継続チーム

◆新規チーム

登録
期限

４月２３日(土)

４月１９日(火)を目途に

４月１３日(水)

４月３０日(土)

４月１９日(火)

道東ブロックリーグ
参加チーム 終了 十勝FAリーグ

参加チーム 4/14(木)

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。2重での登録は認められません。



６. 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
2022年度より　JFA　KICK OFFシステムを利用して登録料をお支払いいただきます。
基本的には　支払い手続きの際に自動で計算されますが
ご不明な点がございましたらお支払い前に十勝地区サッカー協会事務局までご連絡ください。

  　第１種　  チーム      7,000円  チーム  20,000円  チーム  12,000円　

  （社会人）  選手１人 2,000円  選手１人 500円  選手１人 600円

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

  （大  学）  選手１人 2,000円  選手１人 500円  選手１人 600円

  　第２種　  チーム      2,500円  チーム  12,000円

 選手１人 1,000円  選手１人 300円 上記以外のﾁｰﾑ  12,000円　

  （U-18・高 校）  選手１人 600円

  　第３種　  チーム      2,500円  チーム   3,000円  チーム  12,000円　

  （U-15・中学校）  選手１人   700円  選手１人 200円  選手１人 600円

  　第４種　  チーム      2,500円  チーム   3,000円  チーム  12,000円　

  （U-12・少 年）  選手   無料  選手１人 200円  選手１人 600円

  　女  子  　  一般・大学 チーム  7,000円  一般・大学 　チーム 5,000円  チーム  12,000円　

 中・高   チーム  2,500円   高    校  　 チーム 5,000円  選手１人 600円

 一般・大学選手1人2,000円   中　学 　チーム 3,000円

  高  校  　選手1人1,000円  一般・大学  選手1人 500円

  中　学   　選手1人  700円  高　  校　   選手1人 300円

 中　　学     選手1人 200円

  　シニア種　  チーム      7,000円  チーム  20,000円  チーム  12,000円　

  （社会人）  選手１人 1,500円 ※1  選手１人 500円  選手１人 600円

※1　2022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。
※2　十勝地区協会の第2種チーム登録料にはサッカー年鑑代2,600円×3冊、テクニカルレポート（DVD）1,000円を含みます。

７.支払い方法　 　FA承認完了後、KICK OFFシステムより支払い手続きを行ってください。

手続き後7日以内にお支払いください。　支払方法は下記よりお選びいただけます。

なお、お支払いの手続きは、登録申請者に限り行うことが出来ます。

登録責任者や登録責任者代理の権限をお持ちであっても申請者以外の方は支払い方法選択画面に進めません。

○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×

○ ○ × 利用できません ×

× ○ 255円+振込手数料

※ＫICKOFFシステム利用料は1申請ごとに発生します。

コンビニ・ペイジー・クレジットカード払いの場合は手続きの際に自動的にシステム利用料が加算されますが

銀行振り込みの場合は登録料にシステム利用料255円を加算してお支払いください。

正会員
会費

(年1回)
登 録 料　

監督登録料

（代表者）

1,000円

ニュース

 高体連チーム  20,800円
※2下記代金を含む

（代表者）

1,000円

（代表者）

1,000円

  5,000円

  2,000円※1

登　録　料

  5,000円

（代表者）

1,000円

  5,000円

  2,000円※1

銀行振り込み

  5,000円

  2,000円※1

（代表者）

1,000円

  5,000円

  2,000円

（代表者）

1,000円

（代表者）

1,000円

  2,000円※1

  5,000円

  2,000円※1

～49,999円

～99,999円

～299,544円

299,545円～

～2,999円

～9,999円

（一社）十勝地区サッカー協会

利用できません

（１）サッカー　（チーム及び選手） 登 録 料 等 内 訳

システム利用料のほか
振込手数料が発生します。

システム利用料 システム利用料 システム利用料

決済額
(登録料)

支払い方法

141円

116円

411円

456円

411円

211円

  2,000円※1

  5,000円

（公財）日 本 サ ッ カ ー 協 会  　 （公財）北海道サッカー協会

利用できません

ペイジー

200円176円

クレジットカードコンビニ

176円

141円

116円

456円

211円

～29,999円

　　種　別

内訳

登　録　料



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、選手登録料が発生します。(登録金等内訳を参考にして下さい。）

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　→　

⑤FA承認　→⑥KICK　OFFにて支払い手続き→　⑦支払い＝登録完了

移籍登録料＝選手登録料が発生します。

各種申請に係る注意(サッカー・フットサル共通)
（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。

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JFAサイト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下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）

 【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

                                       「シャ）トカチチクサッカーキョウカイ」

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

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）


