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［書式第８-2号］

18歳未満の選⼿

申請⽇︓ 競技︓

チーム登録番号︓ 種別︓

チーム名︓

代表者︓

連絡担当者︓

JFAの定める諸規則に基き、下記の通り、国籍区分登録・変更を申請します。

選⼿情報

フリガナ

選⼿名

選⼿登録番号 □ なし □ あり

⽣年⽉⽇ 年 ⽉ ⽇

国籍

出⽣地 都・道・府・県 市・区・町・村

在学/卒業校 ⼩学校

中学校

⾼等学校   卒業

⼤学 卒業

申請内容
以下１〜２のいずれかに✓をしてください

□ 1

□ 2

添付書類   以下の書類を添付し提出すること（確認のため、チェックを⼊れてください）
□ ［必須] (i)在留カード(両⾯)、(ii)特別永住者証明書(両⾯)、(iii)住⺠票 のうちいずれかの写し
□ ［必須] 卒業証明書または在学証明書の写し
□ ［必須] 宣誓書ｰ4
□ ［必須※] 上記提出書類と異なる⽒名(通名等)で登録を希望する場合のみ必須。当該⽒名の使⽤実績等を

証明する書類写を添付すること（例︓通名表記のある住⺠票、社員証、学⽣証、公共料⾦領収書、他）
※漢字で登録の場合、特にご注意ください。

書類提出⽅法
 KICKOFFの申請にアップロードしてください
 KICKOFFにアップロードができない場合は、必要書類を全て整え、所属都道府県サッカー協会へ提出してください

⽇本で初めて選⼿登録する

外国籍選⼿登録申請書（外国籍扱いしない選⼿）

選⼿は過去(または現在）JFAに選⼿登録されているが、国籍区分を外国籍※（外国籍とみなさい選⼿）に変更する

インターナショナルスクールや⺠族学
校等は学校教育法第１条校に含まれな
い場合がありますので、申請前にご確
認ください。



選 択 

宣誓書-4  （日本における 5 年以上の連続居住及び出生地に関する宣誓書） 
Declaration-4 (Declaration of more than five yearsʼ residency in Japan ) 

私（選手）及び私の親 (以下「私達」)は、私が外国で選手登録しておらず、直近 5 年間継
続して日本国に住んでいることと選手が日本国内にて出生したことを共同で宣誓します。 
I (the Player) and my parent(s) (hereinafter referred to as the “Parents”) jointly 
declare that the Player have never been registered as a football/futsal 
player with any national association other than JFA and that the Player has 
lived in Japan continuously for at least the last five years and the Player was 
born in Japan. 

私達は、JFA が上記の宣誓内容が真実であることを確認するため、私達に対して追加の書
類（日本における居住に関する公的文書等）の提出その他必要な協力を求めることがあ
ることを認識し、その場合は JFA の求めに応じることに同意します。 
We acknowledge that JFA may request further documents (official 
documents, etc. concerning the residential status of the Player in Japan) in 
order to prove the truth of the above declaration and agree to affirmatively 
cooperate with JFA on its directives. 

私達は、上記宣誓内容が仮に虚偽であった場合、JFA 及び FIFA から懲罰が科され得るこ
とを認識します。そして、私達は、当該懲罰が科された場合でも、JFA 及び FIFA に対し
て何ら異議を申し立てないことに同意します。 
We recognize that JFA and/or FIFA may impose disciplinary sanctions on the 
Player in the event that the contents of the above be found false, and in such 
case, we agree not to raise any objections against JFA and FIFA.  

署名日付／ Date

選手の名前／The Playersʼ name︓ 

選手の署名／The Playersʼsigunature︓ 

親の名前（楷書）／Parentsʼ name︓ 

親の署名／Parentsʼ signature︓  

チーム名／Team︓
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