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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第２回理事会

平成 27年 7月 17 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 27年 7月 17 日（金） 午後 7時 00 分～

〈場所〉

押原管理棟 1F 交流ルーム

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府）◇小林芳昭副委員長（峡中）◇福田和久副委員長（峡北）

◆志村祐会計（甲府）◇藤田徹会計補佐（郡南）◇風間斉（峡東）◆宮下秀吉（郡南）

◇三澤厚司（郡東）◆末木一幸（峡東）◆小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇望月一徳食育担当（峡中）◆内田淳（峡中）◇村松貴志（峡北）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇神取一弘技術委員長

◇横森潔キッズ部長 ◇野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長

〈議事〉

司会：小林芳昭副委員長

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

②その他

（２）関東委員長会議報告

（３）2015Nanahocup 山梨県 U-12 サッカー大会総括（別紙）

（４）新規事業について（山梨県 U-10 選抜少年サッカー大会【仮称】）別紙

（５）全日本山梨県大会について

（６）今後の予定について

（７）その他

議事経過

１．委員長挨拶

・Nanahocup 第 1回が無事終了した。リーグ戦を挟んでＭＴＭに取り組んだ大会は初め

てであった概ね好評のようだが総括し次回に活かしてほしい。これから暑い夏それぞれ

チーム活動では十分注意し有意義な夏にしてほしい。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

〇事業運営部 なし

〇審判部 なし
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〇技術委員会

・ＦＦＰ（フットボールフューチャプログラム）・関東ＭＴＭ・埼玉国際等の資料

を事前に役員に送付している確認をお願いする。

・ＭＴＭは 24名（飛び級 5年生 5名含む）

・埼玉国際は 11人制で 16 名登録する。

・ＦＦＰは 16名と指導者 3名が参加する

・県トレ 4月～7月が終了した。Ｕ-11・65 名、Ｕ-12・65 名、女子 45名（5，6

年）、4年生 20 名 女子全体で 70名。

・女子関東交流は 9月 27 日鹿島ハイツ参加選手の選出を行った。強化マッチを 8月

5 日にＶＦアカデミー参加チームと八田グラウンドで実施する。

〇広報部

・Ｕ-12 リーグ前期全日程が終了した

〇キッズ部

・各地区フェスティバルを実施している。郡内南地区は日程を調整中

・出前フェスティバル順次実施していく。

〇フットサル部

・バーモントカップ第 25回全日本フットサル大会への選手派遣についてチーム代表

者宛て依頼する。山梨県代表：甲府レジェンズ

・バーモントカップの日程：平成 27年 8月 14 日（金）～16日（日）

・会場は駒沢体育館及び大田区体育館（東京）

②その他

（２）関東委員長会議報告

①関東ＭＴＭ交流戦２０１５

■開催県：栃木県 ■開催日：平成 27年 7月 24 日（金）～26日（日）

■場 所：栃木県総合運運動公園

②ＪＦＡフットボールフューチャ―プログラムトレセン研修会（ＦＦＰ）

■開催場所：御殿場高原時之栖・時之栖スポーツセンター

■開催日：平成 27年 7月 29 日（水）～8 月 2日（日）

③第 5回北関東Ｕ-12 サッカー大会

■開催県：群馬県 ■開催日：平成 27年 8月 8日（土）～9日（日）

・監督会議及び懇親会 8 月 7日（金）

■場所：群馬県伊勢崎市あずまサッカースタジアム（人工芝）

〃 境メモリアルパーク（天然芝）

■組合せ （別紙）

■山梨県代表

・第 1代表：ＦＣアルピーノ（Ａブロック）

・第 2代表：日本航空学園ＦＣ甲斐ＣＩＥＬＯジュニア（Ｂブロック）

・第 3代表：韮崎スポーツクラブ（Ｃブロック）
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・第 4代表：ヴァンフォーレ八ヶ岳Ｕ-12（Ｄブロック）

④第 39回関東少年サッカー大会

■開催県：埼玉県 ■開催日：平成 27年 8月 22 日（土）～23日（日）

・監督会議及び懇親会 8月 21 日（金）

■場所：朝霞（あさか）中央公園陸上競技場

新座市総合運動公園陸上競技場

■組合せ：別紙

■山梨県代表

・第 1代表：ヴァンフォーレ甲府Ｕ-12（Ａパート）

・第 2代表：山梨ジュニアサッカースポーツ少年団（Ｅパート）

・第 3代表：山城サッカースポーツ少年団（Ｃパート）

⑤関東サッカー協会の法人化

・来年度の法人化に向け現在手続きを行っている。

（３）2015Nanahocup 山梨県 U-12 サッカー大会総括（事業運営部長 別紙）

（全体的）

1．4種事業初めての開催期間 2か月に及ぶカップ戦形式の大会であったが、各チー

ムにご尽力いただき、天候にも恵まれ全体的にスムーズに運営ができた。最終日

は押原公園天然芝グラウンドで行われ、猛暑に近い気温ながら体調不良を起こす

選手・スタッフ・保護者もなく無事に終えることができた。また、早朝よりピッ

チの補修をして頂いた望月理事、事務所での作業を快く承諾していただいた管理

棟職員の方々にあらためて感謝いたします。

（日程）

2．天候にも恵まれスムーズに行え良かったと思う。最終日の日程がタイトであっ

た。諸事情があったと思うがもう少し時間に余裕があればよかった。

（要項）

3．選手の交代について、初日は会場によってインプレー中に自由に交代を行ってい

るチームがあったので、アウトオブプレー時に主審の指示に従う内容をブログに

アップし対応した。今後は『自由な交代を適用し、リエントリーを認める』との

記述が曖昧であるとの指摘もあり、『再交代』への記述変更も含めて検討してい

きたい。

（その他）

4．審判の割り当て、順位決定戦の漏れ等があり、各チーム及び関係者にご迷惑を掛

けたことをお詫びするとともに、次年度以降においては不備がないよう注意する

以上 三科事業運営部長より

※その他

■大差の試合が見受けられたことについて来年の課題に入らないか（地区理事）

□大差の試合があったが、指導者及び選手の態度にはリスペクトが感じられた。特

に大差で負けているチームにおいても指導者の声掛けや選手の試合態度を見ても
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あきらめないプレーを見せてくれていたことが特に好印象として残っている。

（委員長）

□ニッサン大会でも差のつく試合が見受けられる、6年生最後も大会という意味合

いや、上につながる大会ではないということがある。この関東予選は新チームに

なったばかりでありチームによって差が大きい時期の大会でもある。第 1回目を

終了しこのまま繰り返していくのか、何らかの配慮をしていくのかを検討しても

良いのではないかと思う（地区理事）

□当該チームでは試合後どのように総括したのか聞き取りをしてみてはどうか。

□考慮検討したらどうかという意見があるので、結果や次第を見てどう感じたか、

来年より考慮する必要が有るかどうか意見を聞いたらどうか。

・大会シード等内容について各地区に持ち帰り意見聴取し来年以降について検討し

ていくこととする。意見集約は次回理事会（9/11）までに集約する。

（４）新規事業について（山梨県 U-10 選抜少年サッカー大会【仮称】）別紙

■開催日：平成 27年 10 月 12 日（月・祝）に決定

■開催場所：（韮崎市営グラウンドを予定）

■運 営：役員及び事業運営部

・参加希望 甲府 2・峡中 1・峡東 2・峡北 2・郡南 2・郡東 1 計 10 チーム

・競技方法 15分 2ピリオド

・選手登録 16名～20 名とし前後半総入れ替え

（17名以上の場合は選手の試合出場時間が均等になるよう配慮する）

ユニホームが 2着揃わない場合はビブスで対応可とする

ＧＫはＦＰが交代で行うことも可とするビブス対応可とする

・対戦案 2チーム参加はＡ・Ｂをつくる

Ａパート 甲府Ａ・峡中Ａ・峡東Ａ・峡北Ａ・郡南Ａ

Ｂパート 甲府Ｂ・郡東Ｂ・峡東Ｂ・峡北Ｂ・郡南Ｂ

パート別のリーグ戦とし、パート別に順位を決定する。

・試合数 1パート 10試合（40 分間隔）

①9:00～ ⑩15:00～ 終了 15:40 表彰 15:50～

・帯同審判各チーム 2名必要

・要項は作成し、抽選は次回理事会で行うこととする。

（５）全日本山梨県大会について

大会要項の確認を行った。

①大会要項（シード含む）

・Ｕ-12 リーグ前期後期ともに参加したチームであること

・大会エントリー締め切りは複数エントリーも含めて 8月 31 日までに事業運営部長に

提出する。各地区では期日に間に合うように集計してほしい。

・審判は 4人制
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・シードについてはＵ-12 リーグ前期の成績を反映することとし各グループの 4位ま

で、計 8チームをシードする。（2015 年度はＧグループ 2グループであることから

当該年度についてのシード条件となる）

②複数エントリーについて（別紙）

・Ｕ-12 リーグ前期後期ともに参加したチームであること

・2チーム以上も可とする。但し、1チームに指導者 2名以上登録。又大会期間中に指

導者及び選手が他のチームに参加することは出来ない。

・チーム構成は、4種登録した選手であればチームエントリーできる。

・帯同審判については資格を持つ審判が帯同しなければならない。

③組合せ（9月の評議員会で抽選）

※複数エントリーについて各地区に内容を周知し確認しておく。

④会場について

・11 月 8日（日）大会 1 日目 小瀬球技場・初狩 他

（６）今後の予定について

①こくみん共済 U-12 リーグ後期リーグ全体会の開催

■8月 6日（木） 午後 7時 30 分～ ぴゅあ総合 中研修室

■リーグ後期（会場確保計画）

・9月 6日（日） 小瀬球技場

・10 月 11 日（日）小瀬球技場

・10 月 24 日（土）小瀬球技場

・11 月 22 日（日）小瀬球技場・小瀬補助競技場

②天皇杯出労について

■天皇杯 1回戦 8月 29 日（土） 山梨県 対 千葉県 13:00～ 12～13 名

・天皇杯 2回戦 9月 5 日（土） VF甲府 対 上記勝者 15:00～ 同

・天皇杯 3回戦 10 月 10 日（土）2回戦～3回戦に VF甲府が勝ち上がった場合で

・天皇杯 4回戦 11 月 14 日（土）ホームで開催の場合

■ＶＦ甲府ホームゲーム出労

・9月 19 日（土）時間未定 （設営・撤収） 10名予定

・担当 小林・村松・望月・末木・宮下・藤田・三澤・小林哲・神取・野口

都合がつかない方は代理者をお願いする。

■平成 27年度評議員会

・9月 26 日（土）午後 2 時～ ぴゅあ総合 （役員集合 1時）

■役員納涼会 9月 26 日（土）午後 6時 30 分～ （￥5,000）

・ホテル甲斐路 石和町川中島 1607-40

・出席者及び宿泊者の確認
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■ニッサンサッカー教室

・日時 9月 13 日（日） 櫛形陸上競技場

・運営：役員及び事業運営部（10名程度）

・スケジュール決定後出労を募る

（７）その他

①第 32回ニッサングリーンカップについて

・競技方法について地区の意見を聴取する

②第 3回理事会 平成 27 年 9 月 11 日（金）午後 7時～

③その他

・7月 25 日（土）韮崎サンクスデー チャレンジマッチ参加について

・移籍手続きについて

以上

議事録作成

広報部 鈴木和幸


