
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＥＢ 登 録 申 請 手 続 方 法 

（フットサル） 

 

 

 

 

 



　Ｗｅｂ登録システムが１６年目を迎え、チーム・監督・選手の皆さんにおかれましては、

スムーズに登録手続きが進むよう、ご協力いただいていることに感謝いたします。

　フットサル登録手続きは、各チームがＷｅｂ上で直接申請（継続・新規等）を行い、苫小

牧地区サッカー協会→（公財）北海道サッカー協会→（公財）日本サッカー協会への登録料

の入金が確認されたことにより、「承認」となります。

　つきましては、次の要領に従って登録手続きを進めていただきますよう、ご協力をお願い

いたします。

※フットサル登録では収納代行システムを利用。<（公財）日本サッカー協会登録金>

【フットサル】

（公財）北海道サッカー協会

（公財）日本サッカー協会

・入金確認。

２   継続登録申請

①継続登録申請の流れ

・ログイン

↓

・チーム情報の入力　　　～　チーム情報、連絡先、スタッフ、チーム内容、確認

↓

・選手情報の登録　　　　～　継続、抹消、追加、確認

↓

・入力内容の確認、申請　～　全体内容確認、申請、完了

↓ ＜苫小牧地区サッカー協会登録金の納入＞

・ＦＡ承認後、承認結果が通知（メール）される。

＜（公財）日本サッカー協会登録金を納入＞

２０２０年 ４月 １０日

２０２０年度 Ｗｅｂ登録申請について

苫小牧地区サッカー協会

 １    申請から選手証発行までの簡単なスケジュール

各チーム 苫小牧地区サッカー協会

・（公財）北海道サッカー協会

　（公財）日本サッカー協会の

　承認。

４月１０日　 ・Ｗｅｂ登録
（4月10日）

・登録申請手順HPアップ

↓　　 ・入金確認後、一次承認

順　　次　 ※Ｗｅｂ申請、登録金

　の納入は早めに行っ

　てください。

　

    （登　録）

・電子選手証または登録

　選手一覧を発行するこ

　と。写真の無いものは

　無効。

※追加登録、変更申請

（2021年2月まで）



②チームを移籍する場合には、移籍先チームにて選手移籍申請手続きをしてください。

③「登録内容確認画面」で最終確認した際に、チーム情報・選手情報を出力し、一部は

 　各チームで保管し、コピー１部を必ず事務局に提出してください。

　※登録内容確認画面の最後尾に出力ボタンがあります。

　新規登録を予定しているチームについては、必ず事前に苫小牧地区サッカー協会事務

局に連絡してください。

①新規登録申請の流れ

・ＪＦＡ ＩＤの取得

↓

・資格の紐づけ

↓

・ログイン

↓

・チーム情報の入力　　　～　チーム情報、連絡先、スタッフ、チーム内容、確認

↓

・選手情報の登録　　　　～　継続、抹消、追加、確認

↓

・入力内容の確認、申請　～　全体内容確認、申請、完了

↓ ＜苫小牧地区サッカー協会登録金の納入＞

・ＦＡ承認後、承認結果が通知（メール）される。

＜（公財）日本サッカー協会登録金を納入＞

②「登録内容確認画面」で最終確認した際に、チーム情報・選手情報を出力し、

 　一部は各チームで保管し、コピー１部を必ず事務局に提出してください。

　　　※　継続・新規登録書類の提出先

〒053-0022 苫小牧市表町３丁目１－１２　第２ＣＫビル４Ｆ

苫小牧地区サッカー協会　事務所

「フットボールステーション」

ＴＥＬ　　０１４４－８２－９５６１

ＦＡＸ　　０１４４－８２－９５６２

E-mail：tomakomai-fa@sunny.ocn.ne.jp

４   ユース年代のフットサル『みなし登録』における手続きについて

①　ユース年代の『みなし登録』により（公財）北海道サッカー協会が主催する

　フットサル大会及び、苫小牧フットサル総合選手権大会に出場するチーム及び

　選手は苫小牧地区サッカー協会フットサル登録料を納入する。

　（フットサル大会登録料の対象大会：別表1）

　

３   新規登録申請



②　当該年度内における苫小牧地区サッカー協会フットサル登録料の納入につい

　ては、上記①の苫小牧地区サッカー協会フットサル登録料の対象となる大会

　（以下、「対象大会」という。）のうち、複数の対象大会に申込みを行った場

　合であっても、同一のチーム及び選手は１回のみとする。

③　当該年度内に他のチームへ移籍する選手については、移籍前のチーム所属時

　における苫小牧地区サッカー協会フットサル登録料納入の有無に関わらず、移

　籍後のチームにおいても、苫小牧地区サッカー協会フットサル登録料を納入す

　ること。

④　対象大会に参加申し込みを希望するチーム及び選手は、大会要項において定

　められた期日までに、所定の様式により参加申し込みを行うこと。

⑤　苫小牧地区サッカー協会は、対象大会の参加申込書を受理した場合において

　は、Ｗｅｂ登録内容の確認を行うとともに、当該チーム及び選手の苫小牧地区

　サッカー協会フットサル登録料の納入状況を確認し、新たな納入対象者の場合

　については、必要な金額等について当該チームに連絡し、登録料の納入を確認

　する。

①　監督登録料の免除については、 ２０２０年１月３１日時点で（１）保有資格

　とＪＦＡＩＤの紐付けが完了していること、（２）有効な指導者ライセンスを

　保有していること、これらを満たしている方のみとなります。

　年度途中に監督が交代した場合、監督登録料（２，０００円）は徴収しません。 

　※サッカーの指導者ライセンスでも可。

②　選手が他のチームへ移籍する場合には、移籍先チームにおいて選手移籍申請手

　続きを行ってください。移籍先チームで『選手移籍申請』を行うと、移籍元チー

　ムへ『選手抹消依頼』が通知（メール）されます。移籍元チームが『選手移籍抹

　消申請』を行い、所属ＦＡが登録料の入金を確認し、承認します。移籍先チーム

   に承認結果が通知されるのでＫＩＣＫＯＦＦにログインし、支払い方法を選択の

　上、登録料を入金してください。この流れで移籍が完了となります。

③　２０１４年度以降に登録番号を取得したことがある選手は、その登録番号が継

　承されます。必ず、２０１４年度以降の登録番号を確認してください。

　なるべく登録番号を新規取得しないようにしてください。

④　第４種のチームにおいては、監督またはコーチのいずれかが、指導者資格を有

　していること（指導者登録）が義務付けられております。したがって、監督また

　はコーチに指導者資格がないと登録できません。

⑤　「二次承認」後、承認結果が通知（メール）されましたら、ＫＩＣＫＯＦＦに

　ログインし、支払い方法を選択の上、７日以内に（公財）日本サッカー協会登録

　金を入金してください。登録金を入金して登録手続きが完了となります。

５   留意事項（重要）



　　※　支払い方法選択後、７日を経過すると選択した支払情報が無効となります。

　　　　コンビニ払いやページー払いの支払期限が切れてしまった場合は、【支払

　　　　期限日の翌営業日（土日祝日を除く）AM8:00】 に「支払い手続き前」に

　　　　戻りますので、これ以降に再度、KICKOFFへログインして支払いのお手続

　　　　きを進めてください。

　　※　入金が完了しないと登録手続きに支障をきたすばかりでなく、当該選手が

　　 　  未登録のため、大会に出場できないことが想定されますので、ご留意願い

　　　　ます。

    登録に関して、ご不明の点がありましたら、お問い合わせください。

 　問い合わせ先

〒053-0022 苫小牧市表町３丁目１－１２　第２ＣＫビル４Ｆ

苫小牧地区サッカー協会　事務所

「フットボールステーション」

ＴＥＬ　　０１４４－８２－９５６１

ＦＡＸ　　０１４４－８２－９５６２

E-mail：tomakomai-fa@sunny.ocn.ne.jp

６   その他



　２０２０年度におけるフットサル登録手続きにつきまして、下記の点に十分留意されて

手続きをされますようお願いいたします。

１．フットサルチーム届出用紙には、チーム名・郵便番号・所在地・代表者名・電話番号

　　（代表者）・登録担当者名・電話番号（登録担当者）・Ｅ－ｍａｉｌを正確に記入し

　　てください。

　　苫小牧地区サッカー協会へのチーム登録料（２，０００円／チーム）及び選手登録料

　　（１，０００円／人×人数）を下記指定口座へ入金してください。

　　フットサルチーム届出用紙とＷｅｂ画面コピー１部は、郵送またはメール・ＦＡＸに

　　て、  必ず下記まで提出してください。入金及び書類提出がない場合、手続きが遅れ

　　ますことをご了承願います。

２．追加登録も継続手続きと同様となりますので、必ず届出用紙とＷｅｂ画面コピー１部

　　を提出してください。

３．フットサルチーム届出用紙については別紙のとおりです。

４．フットサル登録については、収納代行システムのため、（公財）日本サッカー協会登

　　録金は、コンビニ店頭又はＰａｙ－ｅａｓｙ（インターネットバンキング、ＡＴＭ）

　　で振込みとなります。

　　なお、（公財）日本サッカー協会登録金とは別に、苫小牧地区サッカー協会登録金

　　（２，０００円／チーム、１，０００円／人×人数）及びユニフォーム広告掲示申請

　　料につきましては、下記指定口座に入金いただきますよう、よろしくお願い致します。

※苫小牧地区サッカー協会登録金及びユニフォーム広告掲示申請料の振込先

（振込先）  苫小牧信用金庫　市役所出張所

　　　口座番号　　（普通）１００５４３６

　　   　苫小牧地区サッカー協会

　　　   会　長　明　村　 享（あけむら　きょう）

（郵送先）

　〒053-0022 苫小牧市表町３丁目１－１２　第２ＣＫビル４Ｆ

苫小牧地区サッカー協会　事務所

「フットボールステーション」

ＴＥＬ　　０１４４－８２－９５６１

ＦＡＸ　　０１４４－８２－９５６２

E-mail　　tomakomai-fa@sunny.ocn.ne.jp

２０２０年度　フットサル登録手続きについて

記



１. 苫小牧地区サッカー協会の事業に参加しようとする団体は、必ず（公財）日本サッカー協会

に登録しなければなりません。

２. （公財）日本サッカー協会が登録申請と加盟登録金を受け取った時点で「登録完了」となり

ます。
　　 　 　

３. Ｗｅｂ登録及び届出用紙提出は、早めに完了してください。

４. 今年度の加盟登録金は、次のとおりです。

苫小牧地区サッカー協会登録金の入金が確認でき次第、登録手続が始まりますので、早めに

手続きを完了してください。

５. Ｗｅｂ登録と同日付けで、登録金の入金を行うようにしてください。

６. （公財）日本サッカー協会登録金は収納代行システムを利用。そのため、原則コンビニ店頭

又はＰａｙ－ｅａｓｙ（インターネットバンキング、ＡＴＭ）で振込みとなります。

ＫＩＣＫＯＦＦの二次承認後、支払い手続きのメールが届きますので、速やかにお支払いく

ださい。

第１種 （団　体） ３，０００ 円 ０ 円 ２，０００ 円

［社会人］ （個　人） １，０００ 円 ０ 円 １，０００ 円

（購読料） ５，０００ 円 ０ 円 ０ 円

第２種 （団　体） ２，０００ 円 ０ 円 ２，０００ 円

［高　校］ （個　人） ７００ 円 ０ 円 １，０００ 円

（購読料） ５，０００ 円 ０ 円 ０ 円

第３種 （団　体） ２，０００ 円 ０ 円 ２，０００ 円

［中　学］ （個　人） ５００ 円 ０ 円 １，０００ 円

（購読料） ５，０００ 円 ０ 円 ０ 円

第４種 （団　体） ２，０００ 円 ０ 円 ２，０００ 円

［小学生］ （個　人） ５００ 円 ０ 円 １，０００ 円

（購読料） ５，０００ 円 ０ 円 ０ 円

２０２０年度　加盟登録金一覧（フットサル）

加　盟　登　録　金 （公財）日本サッカー協会 （公財）北海道サッカー協会 苫小牧地区サッカー協会

苫小牧地区サッカー協会口

座に振込み

コンビニ店頭又はＰａｙ－ｅａｓｙ（インターネッ

トバンキング、ＡＴＭ）で振込み



別表１ 苫小牧地区サッカー協会

　（公財）北海道サッカー協会が主催するフットサル大会に出場する全ての選手及びチームは、（公財）日本サッカー

協会および苫小牧地区サッカー協会にフットサル団体登録料および個人登録料を納付しなければならない。また、大会

に出場しようとするチームは、大会毎に、（公財）北海道サッカー協会大会登録を行わなければならない。

１個人および１チームの各登録料は次の通りとする。

①収納代行を利用して、チームは（公財）日本サッカー協会へ直接登録料を納めるものとする。

②（公財）日本サッカー協会登録料とは別に機関誌購読料5,000円/年間を納入する。

③２・３・４種年代がサッカー登録チーム単位で活動する場合、ユース年代優遇制度により、（公財）日本サッカー協

　会個人/団体登録料、機関誌購読料が免除される。

④苫小牧地区サッカー協会登録料は指定の口座へ納めるものとする。

JFA団体 JFA個人 HKFA団体 HKFA個人 TFA団体 TFA個人

第１種 3,000円 1,000円／人 2,000円 1,000円／人

第２種 2,000円 700円／人 2,000円 1,000円／人

第３種 2,000円 500円／人 2,000円 1,000円／人

第４種 2,000円 500円／人 2,000円 1,000円／人

①１種チームは大会申し込みと同時に振込み、２・３・４種チームは大会申し込み後、苫小牧地区サッカー協会から

　請求メールが到着次第、期日までに苫小牧地区サッカー協会指定の口座へ納めるものとする。

②大会登録料は苫小牧地区サッカー協会が取りまとめの上、（公財）北海道サッカー協会へ納めるものとする。

種別

全日本フットサル選手権大会北海道代表決定戦 

全道フットサル一般 ※

全道大学フットサル大会 

自治体フットサル北 

自治体フットサル南 

全道シニアフットサル

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 

北海道地域大学フットサルリーグ ※

カレッジ・フットサル・華リーグ 

全道フットサル女子 ※

北海道レディースフットサル大会 ※

北海道女子フットサルリーグ ※

全道ビーチサッカー大会

全道ビーチサッカーリーグ

北海道フットサルリーグブロックリーグ

各地区リーグ 

２種 全道ユースＵ-１８ 

全道ユースＵ-１５ 　○サッカー登録チーム 

全道女子ユースＵ-１５ 　　（フットサルみなし登録） 

全道フットサルＵ-１４ 

全日本少年フットサル大会北海道予選 　○フットサル登録チーム 

全道フットサルＵ-１２ 

全道フットサル少女 

Ｕ-１０リーグ 

２,０００円

※印の大会を

「フットサルみなし登録」

で出場の場合は

４,０００円

４,０００円 

４種

３種

１種

２,０００円 

種　別

な　し

大会登録料 大会名

  【フットサル登録料】 

２０２０年度（公財）日本サッカー協会及び苫小牧地区サッカー協会

フットサル団体/個人登録料

 ２０２０年度（公財）北海道サッカー協会フットサル大会登録料



チーム新規・継続登録申請の流れ（フットサル）

■ 新規・継続登録申請について

　　チームを新規登録またはチームを継続して登録するための申請です。 

　　新規・継続登録申請は、チーム登録責任者または登録責任者代理が行うことができます。 

■新規・ 継続登録申請の流れ

　　新規・継続登録申請は、以下の流れで行います。

初めてKICKOFFに登録する選手をチームに追加します。

※（公財）日本サッカー協会は、フットサル登録では収納代行システムを利用しています。

チームに関する情報を入力します。

必要に応じて継続選手の情報を変更します。（継続登録のみ）

チームから抹消する選手を選択します。（継続登録のみ）

昨年度以前にKICKOFFへ登録されていた選手をチームに追加します。

（検索）

KICKOFFシステムからチームの新規・継続登録を行う画面へ移ります。

チーム継続登録の承認が 苫小牧地区サッカー協会で行われます。Step8. 申請内容確認・一次承認 

Step9. 申請内容確認・二次承認 
チーム継続登録の承認が （公財）北海道サッカー協会・（公財）日本

サッカー協会で行われ、支払い方法確認メールが届きます。

Step7. 内容確認・申請・

　　　登録料の支払い

Step11. 登録の完了 

Step10. 登録料の支払い 
支払い方法を選択後、（公財）日本サッカー協会登録金を支払います。

（コンビニ収納等による）

KICKOFFで継続登録の申請を行い、チーム情報と選手情報のコピー、

加盟登録金届出用紙を苫小牧地区サッカー協会事務局へ送付し、登録金

を支払います。（苫小牧地区サッカー協会指定の口座）

チームの新規・継続登録が完了します 。

Step6. 新規登録選手の追加

　Step1. 新規・継続登録申請の

　　　　 選択

Step2. チーム情報の登録 

Step3. 継続選手確認・変更

Step4. 抹消選手の選択 

Step5. 既存選手の追加
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