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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第６回理事会

平成 28 年 2 月 12 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 28 年 2 月 12 日（金） 午後 7時～9時 30 分

〈場所〉

押原公園２F 会議室

〈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）審議事項

①全国委員長会議報告

②山梨県選抜少年サッカー大会総括（委員長・三科部長 別紙）

③平成 28 年度４種委員会予算について

④平成 28 年度 4種事業について

⑤第 32 回ニッサングリーンカップについて（別紙）

⑥役員改選について（委員長 別紙）

⑦平成 28 年度新規登録・チーム組織変更に関する届け出について

⑧ＪＪＰ研修について

⑨山梨放送からの事業依頼について（委員長 別紙）

⑩2016 年こくみん共済Ｕ-12 リーグ前期について

（３）今後の予定について

①第７回理事会について

②平成 28 年度 4種委員会総会について

③平成 28・29 年度役員改選について

④総会資料に関する報告について

⑤平成 28 年度キッズプログラム事業予定について
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⑥4種委員会指導者登録申請について

（４）その他

①その他

議事経過

１．委員長挨拶

平成 27 年度事業残りニッサングリーンカップ・関東選抜となった終了までしっかり取り

組みたい、宜しくお願いする。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

□事業運営部 なし

□審判部 なし

□技術委員会

・関東選抜大会 2月 28 日（土）・29 日（日）参加する。

・関東ガールズエイト 3月 5日（土）・6日（日）に参加する。4日（金）前泊

メンバー18 名選出した。

□広報部

・2016 年 Web 登録スケジュール 2月 22 日～3月末となる。

・山梨版ガイドラインを作成した

・JFA 登録ガイドラインの配布を地区理事の皆様にはありがとうございました。

□キッズ部

・キッズリーダー養成講習会を実施、新規受講者と C級以上の研修を 24 名で実施

キッズリーダーインストラクターの研修を兼ねて指導実践も行った。

・全国キッズミーティング 1月 30 日・31 日 JFA ハウスに保坂ユースダイレクターとと

もに出席した。2015 から※Ｍ1・Ｍ4に変更となり活動していくことになった。

※Ｍ1 普及施策推進（グラスルーツ）Ｍ5 育成環境の充実

□フットサル部 なし

②その他 なし

（２）審議事項

①全国委員長会議報告（資料配布）

□2015 U-12 リーグゲーム環境の整備まとめ

・山梨からも調査票を提出したが全国まとめたもの。

□全日本少年サッカー大会検証

・一人審判での開催に意味があるのであればファイナルまでを通して行うべきとの意

見を述べた。持ち帰って検討することになった。

・2016 年 12 月 25 日～ 鹿児島県で開催が決定している。

□全国委員長会議は大きな変革期を乗り越え今回をもってその役割を終了した。今後

は各地域会議で役割を担っていく。

②山梨県選抜少年サッカー大会総括（三科事業運営部長・委員長 別紙）
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（全体的）

1．今年度の山梨県選抜大会においてレギュレーションの変更がなされたが、大き

な混乱もなく大会が行われたことを報告するとともに、ご協力・ご尽力いただい

た関係者の皆様に感謝いたします。また事業運営部員がほとんど参加できない中

で多数の役員の方のご協力によって無事に運営ができたことも併せて感謝し報告

いたします。

駐車場の問題も昨年に引き続き峡中地区のスタッフの方々のご尽力で問題なく安

全に行えたことにも感謝し報告いたします。

（日程）

2．雨から曇りに変わりスムーズに行え良かったと思うが、チームの入れ替えに時

間がかかり全体の進行が遅れてしまった。チームへのアナウンスをして遅れない

よう対応したい。4時過ぎまで明るいので日程的には問題はなかったと思う。

（運営）

3．今年度は本部テントの他にピッチテントを用意していただき、メンバーチェッ

ク等行えるようにしたのでスムーズだった。

（交代選手）

4．体調不良で出場できないケースが多く見られたが、神取技術委員長より事前に

変更用紙が配付されていたため混乱することなく対応することができた。次年度

から用意したい。

（その他）

5．今年度のアンダーウェアについて、上着はユニホームと同色でなくてもチーム

で統一されていれば使用可能とした。パンツについては言及しなかったので同色

ではないインナーを着用している選手も見受けられた。今後検討していきたい。

□競技方法の再確認（4種技術委員会で再度検討）

・8人制、11 人制、ピッチサイズやゴールサイズなど

□登録人数について

・要項で決定したうえで実施する。

・メダルの不足分は 4種委員会が負担する。

③平成 28 年度４種委員会予算について

■技術委員会予算について、選抜大会での支給があることから 5万円を減額する。

④平成 28 年度 4種事業について

⑴関東大会山梨県予選について（案） 

※以下今後次回理事会までに整えておきたい

・理事会で検討した通り予選リーグ各グループ 1位及び 2位のチームが決勝トーナ

メントへ進出する。決勝トーナメントは 32 チームで行う。

・大会日程

5月 8日（日）開会式 予選リーグ① 16 会場（小瀬不可・16 会場確保）

■地区分担：甲府 6、峡中 6、峡東 4会場と当番チームを確保し「3月 20 日」ま

でに三科事業運営部長に報告する。

5月 29 日（日）予選リーグ② 16 会場（小瀬球技場 2・他 14 会場確保）
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■2日目会場は各グループで確保する。4月総会抽選によりグループが決定する

6月 19 日（日）決勝トーナメント 4会場（小瀬補助・小瀬球技場）

■決勝トーナメント組合せ方法を検討する必要が有る。

7月 2日（土）順位決定戦① 小瀬補助競技場

7月 10 日（日）順位決定戦② 決勝戦 閉会式 押原天然芝 G

・競技方法

リーグ戦方式（8人制）、5チーム及び 6チームの 2日間のリーグ戦

3日目からはトーナメント戦を行う。

・大会シードはＵ-12 リーグＧグループに指定するチームを対象に甲府・峡中は 4

チームその他の地区は 2チームの計 16 チームがシード対象。

・開会式は行うが昨年のようなイベントは行わない。会場は甲府近辺でさがす。

・抽選順については、①会場チーム ②シードチーム ③フリー（地区順）

・各地区上位の 8 チームシード（甲府峡中 2・その他１）は、組合せＡ～Ｈ、Ｉ

～Ｐ に重複しないよう配慮する。

・関東大会出場 3 チーム＝1 位～3 位

・北関東大会出場 4 チーム＝4 位～7 チーム

⑵平成 28 年度ニッサングリーンカップの日程について 

※山梨放送と協議のうえ最終日を 2月中に行うこととなった。3月の中継車・放送

枠などの関係で放送までのスケジュールが難しいなど。

【日程（案）】

平成 29 年 2 月 5 日（日）開会式・予選リーグ①（小瀬補助・球技場）

平成 29 年 2 月 12 日（日）予選リーグ②（小瀬補助・球技場）

平成 29 年 2 月 18 日（土）決勝トーナメント（小瀬補助・球技場）

平成 29 年 2 月 19 日（日）最終日（小瀬補助・球技場）

※課題 2月最終週の土曜日・日曜日は「関東選抜大会」予定日

⑶平成 28 年度全日本少年サッカー大会山梨県大会について 

※2016 年予定では最終日 11 月 27 日（日）の押原が確保できなかったので日程を変

更する。

【日程（案）】

平成 28 年 11 月 6 日（日）1～2回戦 小瀬球技場 2、他 6会場

平成 28 年 11 月 13 日（日）3～4回線 会場なし、4会場

平成 28 年 11 月 19 日（土）予備日 会場なし

平成 28 年 11 月 20 日（日）準々決勝・準決勝 小瀬補助競技場

平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）決勝 3決 押原天然芝 G

・ＹＢＳとの調整が前提となる

・11 月 20 日Ｕ-12 リーグデーは 11 月 27 日に変更する

・11 月 26 日県トレ（小瀬補助）

⑷第 2回山梨県 U-10 選抜大会について 
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【日程（案）】

平成 28 年 10 月 10 日（祝・月） 小瀬球技場（芝会場があれば変更）

⑸キッズ関連新規事業について 

・1種委員会と協労で行うキッズイベント

・平成 28 年 7 月 31 日（日）天皇杯決勝及び 8月 7日（日）クラブ選手権決勝（小

瀬陸上競技場）の前座としてキッズイベントを実施することについて現在調整中

である。

・U-8・U-7 の個人参加をターゲットとし、4種の選手確保につなげていきたい。

⑤平成 27 年度進行中の第 32 回ニッサングリーンカップについて（別紙）

2月 14 日となった開会式について（小瀬球技場・午前 8時 30 分～）

役員午前 7時 30 分集合 同時進行で準備を行うについて担当者を決める

・受付の準備（ニッサン側より記念品配付等）

（担当、内田・宮下・三澤・村松・神取・末木）

・横断幕 ニッサン横断幕・ニッサン社旗、のぼり旗 4本の設営

・プラカード並べ （上記は全員で担当する）

・選手（チーム）誘導係 （風間・鈴木）

※予選リーグ 2日目の 14 日（日）が荒天の場合について

■2月 20 日（土）開会式は今回無し、トーナメント 1・2・3回戦

・会場：小瀬補助・球技場 残り 5会場は峡中地区 4会場と峡中地区 1要会場確保

■2月 21 日（日）決勝トーナメント 4回戦・準々決勝

・会場：小瀬補助・球技場

■3月 12 日（土）準決勝・決勝・閉会式

・会場：押原天然芝 G

■14 日（日）の判断は、13 日の天候及び 14 日の予報により判断するが、判断がで

きない場合は、当日朝 6時に判断する。

・前夜から雨が降り続いていてグラウンドが使用できないとか、雨の中で試合をす

ることは出来ないインフルエンザ流行も考慮する。

⑥役員改選について（委員長 別紙）

・役員退任者 宮下秀吉理事（郡内南）、小林哲理事（郡内東）

・新規役員（理事）鈴木和幸（甲府）、西島秀和（郡内東）、三浦善明（郡内南）

※退任者の送別会について

・平成 28・29 年度役員名簿の確認を行った。

⑦平成 28 年度新規登録・チーム組織変更に関する届け出について（委員長）

【新規登録チーム】

■甲府地区：「甲府西 Jr」代表：渡辺正明

舞鶴 JFC と貢川 SSS の合併

団員数減少により県 4種事業に参加出来ない状況
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子どもたちが安全にサッカーを出来る環境を作る目的として、また県 4種の活動

を続けていくため合同チームとして甲府西 Jr を設立します。

■峡北地区：「韮崎 SSS」代表：仲沢克己

甘利 SSS、韮崎東 SSS ともに団員数減少により単独チームでの登録・活動が困難

なため合同チームを立ち上げ、子どもたちに試合の場を与えたく新チームを登録

することになりました。

■郡内南地区：

山中湖 SC と忍野 SSS の合同でチームを立ち上げることで地区了承し準備を進めて

いる。

【チーム組織変更】

■郡内南地区：

ヴォルケーノ富士吉田ふじかめ Jr から名称変更するが現在指導をしている。

【4種登録を継続できない】

■峡北地区：北杜西サッカースポーツ少年団

⑧ＪＪＰ研修「日本代表強化指針に基づく育成方針共有研修会」について

「4種事業の一環としての研修会」を 1月 16 日に開催した。全チームが

参加ということであったが不参加のチームが見受けられました。出欠を

とりましたが連絡が無いチームもあったことから、各地区会議等で説明

をしていただき今後は同様な研修会には必ず参加するよう促してくださ

い。

⑨山梨放送からの事業依頼について（委員長 別紙）

□山中湖ニュースポーツフェスタ 10 月 23 日（日）

山中湖きららにてスポーツレクリエーションの一環としてさまざまなニュースポー

ツを楽しむイベント。その一部であるピッチで行うサッカーやフットサルなど企画

を含め担当してほしい。郡内地区で企画提案をお願いする。

■3月 5日（土）地区会議にて協議し回答する。

⑩2016 年こくみん共済Ｕ-12 リーグ前期について

■3月 5日（土）14 時～ 東京エレクトロン韮崎文化ホール

■前期リーグ会場確保について

・4月 3日（日）小瀬補助競技場

・4月 10 日（日）小瀬補助競技場

・5月 1日（日）小瀬補助競技場

・6月 5日（日）小瀬球技場

・6月 12 日（日）小瀬補助競技場 小瀬球技場

・7月 17 日（日）小瀬補助競技場 小瀬球技場

※会場使用責任者及び連絡先（携帯）は必ず報告する。当該会場を使用するグルー

プは、出来るだけリーグ研修を実施してほしい。

■2016 参加予定チームについて昨年度より 15 チーム減少している。
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（３）今後の予定について

①第７回理事会について

・平成 28 年 3 月 11 日（金）押原

②平成 28 年度 4種委員会総会について

・期日：平成 28 年 4 月 2 日（土）午後 2時～

・場所：甲府市総合市民会館・大会議室（3Ｆ）

・役員は午後 1時集合・議長は「甲府地区」

・議長選出は第 7回理事会までに報告

※関東山梨県予選の抽選含む

③平成 28・29 年度役員改選について

■専門部長は 3月 4日（金）までに「部長・副部長」を決定し、委員長にメールで

報告。

■第 7回理事会にて、「委員長・副委員長」の互選、その他分掌の決定。

④総会資料に関する報告について

■平成 27 年度事業報告及び決算報告書、平成 28 年度事業計画及び予算案、本会計

決算及び予算案の提出は 3月 4日（金）までにメールで提出する。

※各専門部の報告資料は総会資料に掲載しません。

※総会資料は 3月 18 日までに地区理事に送付する。各チームへ配布を依頼する。

⑤平成 28 年度キッズプログラム事業予定について

・Ｕ-10 地域リーグの開催月（〇月～〇月）

※甲府地区：5月～2月

※峡北地区：

※峡中地区：

※峡東地区：

※郡東地区：

※郡南地区：

・Ｕ-10 交流フェスティバル（日程・開催場所）

■地域割りについてはチーム数減少について次回まで検討をする。

※11 月 23 日（祝）【甲府・郡南地区】（小瀬補助競技場）

※11 月 23 日（祝）【峡北・郡東地区】

※11 月 23 日（祝）【峡中・峡東地区】

・キッズＵ-6／Ｕ－7サッカーフェスティバル（日程・開催場所）

■上記日程を 3月 4日（金）までにメールで提出する。

※甲府地区：6月 11 日（土）押原人工芝 G

※峡北地区：

※峡中地区：6月 25 日（土）押原人工芝 G
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※峡東地区：

※郡東地区：

※郡南地区：

・トレセンマッチデー 毎月 1回設定する

4月～3月までの開催日

⑥4種委員会指導者登録申請について

■平成 28 年度 4種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿は地区理事が取りまと

め、3月 18 日（金）までに委員長にメールで報告する。

■指導者登録申請書用紙を後日送付する、必ず送付した申請書に記入する。

（４）その他

①関東サッカー協会キッズ委員会について報告（横森キッズ部長）

・1月 24 日設立に向けた関東キッズ委員会が行われた。全国の各地域で同様に行われ

るものとなる。

・関東ジョイントミーティングを持ちまわりで行っていたが、関東協会ら発信され運

営していくこととなり名称もキッズミーティングとなった。

②関東サッカー協会 4種委員長就任祝賀会開催について（小林副委員長・風間理事）

・平成 28 年 4 月 2 日（土）甲府富士屋ホテル 5時受付 6時～

・県協会会長 副会長招待し 4種登録チームには 3/5 リーグ全体会で案内する。

③ヴァンフォーレ甲府 ＹＦＡ動員分担スケジュール

・設営、撤収の役員分担については小林担当理事に次回提案をお願いする。

・3月 27 日（日）ナビスコ 大宮アルディージャ 14：00 設営・撤収

・4月 24 日（日）Ｊ1 ＦＣ東京 14：00 設営・撤収

・7月 17 日（日）Ｊ1 鹿島アントラーズ 未定 設営・撤収

・8月 28 日（日）天皇杯 1回戦 山梨県代表対未定

・9月 3日（土）または 7日（水）天皇杯 2回戦 ＶＦ甲府対未定

・9月 22 日（木）または 28 日（水）天皇杯 3回戦 ＶＦ甲府対未定

以上

議事録作成 平成 28 年 2 月 16 日

広報部 鈴木和幸


