
1 / 5

（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第 3回理事会

平成 28 年 9 月 2 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 28 年 9 月 2 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）

◇風間斉副委員長（峡東）◇志村祐会計（甲府）◇藤田徹会計補佐（郡南）

◆三澤厚司理事（郡東）◆末木一幸理事（峡東）◇望月一徳理事食育（峡中）

◇内田淳理事（峡中）◇村松貴志理事（峡北）◇西島秀和理事（郡東）

◇三浦善明理事（郡南）◇三科健二郎事業運営部長 ◇溝呂木勉審判部長

◆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

◇鈴木和幸理事広報部長

〈議事〉

司会：福田副委員長

付議事項

１．委員長挨拶

２．報告事項

（１）専門部報告

（２）北関東大会及び関東大会の結果（メール送付済み）

（３）ＪＦＡ第 4種大会部会報告 8／29（一部）

（４）その他

３．協議事項

（１）Nanahocup 総括（別紙）

（２）平成 28 年度評議員会について（別紙）

（３）第 2回山梨県 U－10 選抜大会について（要項・抽選含む 別紙）

（４）全日本少年サッカー大会山梨県大会予選について

（５）ニッサンサッカー教室について

（６）その他

①天皇杯 3回戦出労について

②その他

議事経過

１．委員長挨拶

この夏、熱中症対策さまざまな対応に注力した。ＦＦＰはじめ北関東大会や関東大会に

おいても、1日日程を増やし、第 1試合の時間を早めるなどの対応をした。県内におい
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ても熱中症の事故もなく何よりだった。9月も気温の上昇が考えられる気を抜かずに対

応してほしい。

２．報告事項

（１）専門部報告

□事業運営部 なし

□審判部

・2017 年に向けて更新講習会が始まった、大幅な改定があり例年より早めの受講をお勧

めしたい。申し込みはＷｅｂからとなる。

□技術委員会（事前資料配布済）

・関東ＭＴＭ結果

・９月２５日（日）県ＴＣ開催会場

＊Ｕ１２（午前）・Ｕ１１（午後）初狩憩の公園サッカー場

＊女子（午後）山梨学院大学第２サッカー場

＊Ｕ１２マッチディ 山中湖 「きらら」

□広報部 なし

□キッズ部

・今年度新規事業としてクアトロサッカー大会実施 中銀スタジアム

・7月 31 日Ｕ-7（32 名）、8月 7日Ｕ-8（22 名）グラスルーツフェスティバル内容に変

更し実施した。小瀬中銀スタジアムでの開催、同学年でのフェスティバルは好評であ

った。

・11 月 12 日（土）Ｕ-9 クアトロサッカー大会（100 名募集）実施予定

□フットサル部

・8月 12 日バーモントカップ全国大会山梨県代表・フュンフフットサルスクールが出場

したが一次予選敗退。

（２）北関東大会及び関東大会の結果（メール送付済み）

・全体的な力は向上している。ただし上位チームと比較すると細部に違いが見受けられ

る。特に決定的なチャンスに確実に得点できる点、重要な場面でプレーの確実性が課

題である。スポーツ少年団を含めてさらなる向上を期待している。

（３）ＪＦＡ第 4種大会部会報告 8／29（一部）

・ＪＦＡ主催大会の方向性を決定する部会で、ＪＦＡ事務局と担当者・全国 9地域委員

長で構成される。ここでの方向性は今後の各地域大会にも影響を与える。

①全日本少年サッカー大会関連

■2016 年大会スケジュール

・12 月 25 日（日）開会式 26 日（月）～29 日（木）

・会場：鹿児島県鹿児島市

■ベンチ入りする役員等

・ベンチ入り指導者は最低一人ライセンス保持者（Ｄ級以上）、将来的にはベンチ入

り指導者全員がライセンス保持者であることが望ましい。
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・各都道府県においても積極的に取り入れてほしい。

・決勝大会実施要項 14.競技会規定（4）ベンチ入りするチーム役員

選手の安心・安全を前提とし「3名以内」から「2名以上 3名以下」へ変更すること

が決定した。

■2018～2020 年開催地については今年度中に決定する予定で、現在茨城県・兵庫県・

鹿児島県が立候補している。

（４）その他

３．協議事項

（１）Nanahocup 総括（別紙）

（全体的）

1．開催期間 2ヶ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出来た。

最終日は押原公園天然芝で行われ、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出来た。また、早朝よりピッチの補修をし

ていただいた峡中地区理事や管理棟職員の皆様に感謝いたします。

（日程）

2．天候に恵まれスムーズに行え良かった。最終日のスケジュールは延長戦を考慮しも

う少し余裕持ちたいと感じた、次年度に反映したい。ＷＢＧＴでの計測で最終日も

31℃を超えることなく開催できた。リスク回避からも会場や開催期間の変更が行えれ

ばと思う今後検討していただきたい。

（要項）

3．「再交代」への記述変更を行ったこと、4人審判制であっとことからアウトオブプ

レー時主審の許可を得て交代することが徹底されていた。

（審判）

4．審判割り当ての変更や、審判を変更するときに審判証の確認が行われなかったケー

スがあった。審判着の不備も見られた。毎試合審判着の確認を行うか検討していただ

きたい。

（熱中症）

5．各会場に熱中症ガイドラインを用意、事故無く開催できた。会場当番チームはじめ

関係者のご尽力に改めて感謝する。

（その他）

6．日程に余裕があるため時間を変更してＦＭを組み入れた会場があった。熱中症の危

険もあり熟慮してほしい。

以上 ＜事業運営部長 三科健二郎報告＞

その他意見

・審判着の問題や、審判証の確認行われない。当日のスケジュール変更が行われるな

どが見受けられる。運営担当チームの役割について明確化する必要が有る。

（２）平成 28 年度評議員会について（別紙）
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・9月 10 日（土）午後 2時～ ぴゅあ富士（都留市）

・スケジュールについて

14:00～ ①挨拶 ②大会出場報告 ③事業報告・後期事業確認 ④報告事項

14:40～ 競技規則改正について

15:40～ 休息

15:50～ 全少山梨県大会の抽選

16:50 終了 17:00 退出

・評議員会後 27 年度役員退任者送別会をリゾートイン芙蓉で行う。

・出欠確認を行う

（３）第 2回山梨県 U－10 選抜大会について（要項・抽選含む 別紙）

・平成 28 年 10 月 10 日（月・祝） 会場：小瀬球技場又は小瀬補助競技場

・会場準備 事業運営部及び各チームスタッフ 1名

・競技運営 理事・専門部長・事業運営部

・参加チームについては 8チーム（昨年は 10 チーム）

・会場準備 7:30、試合開始 9:00、閉会式 15:50

・選手登録は 16 名以上 20 名以内とし、前後半で総入れ替え

・2パート 4チームによるリーグ戦を行い各パート 1位による決勝戦を行う

・試合時間は 15 分-3 分-15 分とする。

・審判は一人審判とし、各チーム帯同の審判員によりおこなう

・試合開始 10 分前にメンバーチェック、用具確認を行う。

・ユニホームは 1着以上用意し、同系色のユニホーム同士の対戦においてはビブスの

着用を可とする。

・ベンチ入り指導者は 3名までとし試合中の指示は一人が立って行う。

■抽選

Ａパート：峡東Ａ 郡内東 峡北 甲府Ｂ

Ｂパート：峡東Ｂ 甲府Ａ 郡内南 峡中

（４）全日本少年サッカー大会山梨県大会予選について

試合会場について

・11 月 6 日（日）8会場

①小瀬球技場 ②小瀬球技場 ③富士北麓陸上競技場Ａ ④富士北麓陸上競技場Ｂ

⑤敷島南小学校 ⑥初狩憩いの公園スポーツ広場 ⑦大和スポーツ広場 ⑧韮崎甘

利小学校

9月 8日までに連絡

・11 月 13 日（日）4会場

①郡東地区 ②郡南地区 ③峡北 ④峡中

9月 10 日までに連絡

・11 月 19 日（土）予備日未定

・11 月 20 日（日）準々決勝・準決勝 小瀬補助競技場（役員・事業運営部）

・11 月 26 日（土）3位決定戦・決勝戦（役員・事業運営部）
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（５）第 32 回ニッサングリーンカップサッカー教室について

・平成 28 年 10 月 16 日（日）9:00 開講式、11:45 閉講式

・日世南アルプススタジアム（櫛形総合公園陸上競技場）

・荒天の場合は。若草町民体育館

・9:00～ 開講式

・9:20～ レッスン開始（5セッションに分かれる）

①リフティング ②ヘディング ③ドリブル ④パス ⑤ＧＫ

・10:30 休息

・10:40～ ミニゲーム（各チーム代表対ＶＦ甲府選手）

・11:30～ 写真撮影

・11:45～ 閉講式

・12:00～ チーム撮影

・役員及び事業運営部の出労について

（６）その他

①天皇杯 3回戦出労について

・9月 22 日（木・祝）中銀スタジアム

・各地区担当者を報告すること。

②その他

以上

議事録作成 平成 28 年 11 月 24 日

広報部 鈴木和幸


