1/4

（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
〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
平成 30 年 8 月 31 日（金） 午後 7 時～10 時 00 分
〈場所〉
（一社）山梨県サッカー協会 ２階 会議室
〈出席者〉出席者は◇ 欠席者は◆
◇石原幸周委員長（甲府）◇風間斉副委員長（峡東）◆福田和久副委員長（峡北）
◇内田淳副委員長（峡中）◆志村祐理事・会計（甲府）◇三澤厚司理事（郡東）
◆藤田徹理事（郡南）◇鈴木和幸理事広報（甲府）◇望月一徳理事食育（峡中）
◇西島秀和理事（郡東）◇三浦善明理事（郡南）◆戸田昭人理事（峡中）
◇廣瀬幸司理事（峡東）◇窪田圭司理事（峡北）◆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
〈議事〉
司会：石原委員長
付議事項
１．委員長挨拶
２．報告事項
①専門部報告
②その他報告
３．Ｕ-12 リーグへの提案
４．協議事項
（１）平成 30 年度評議員会について（別紙）
（２）第 4 回山梨県 U-10 選抜大会について(別紙)
（３）チビリン山梨県大会について（別紙）
（４）ＪＦＡ全日本 U-12 選手権大会・山梨県大会について（別紙）
（５）個人登録について(別紙)
（６）ニッサングリーンカップサッカー教室について
（７）4 種事業の見直しについて（継続審議）
（８）その他
議事経過
１．委員長挨拶
・4 種事業の見直しについてユースダイレクター保坂不二夫氏より、Ｕ-12 リーグの見直
しについて提案をいただく。
２．報告事項
①専門部報告
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□事業運営部 なし
□審判部
・サッカー審判員新規取得者及び 2019 年度更新者講習会の受付開始している。
・審判証確認はスマホアプリ写真必須で受付している。レフリーダイアリーと筆記用
具を必ず持参すること。
・ルールブックの発送に遅れが生じている 9 月 10 日以降順次行われる。
□技術部 なし
□広報部 なし
□キッズ部 なし
□フットサル部
・8 月 16 日～18 日バーモントカップ全国大会が実施、県代表のＡＳ甲府は残念ながら
予選で敗退となった。
②その他報告
《1》第 42 回関東少年サッカー大会「千葉」について報告（委員長）
・参加した 3 チームが全て 3 位パートであった。地区・県トレーニングセンターもあ
るが、基本的にチームの底上げが大事で低学年からの育成強化に取り組み県レベル
の向上が望まれる。共通認識を持つことが望まれる。
・「推薦チーム」について、基本的に関東大会は推薦チームとなっているが、山梨県
大会 1 位～3 位が参加している。日本協会主催の大会（バーモント）はスケジュール
の調整がされたが、そうでない大会参加を優先するチームがあり、関東大会質の低
下が問題となった。当然関東大会が優先されることで一致した。
※県内チームではこれまで見受けられなかったが県大会参加メンバーが関東大会に臨
むことが前提となり山梨県予選が実施されることを各地区会議の折に伝達し共有し
てほしい。
《2》Ｕ-12 リーグへの提案（保坂不二夫ユースダイレクター）
・ユースダイレクター保坂氏より山梨が抱える課題について話があり、解決に向けた
一つの取り組みとして U-12 リーグ編成について提案がされた。
・指導体制について①Ｕ-12 年代の取り組みをＵ-11・Ｕ-10 の早期に行うこと、②ト
レセン認定制度による地区トレセンの質の向上、③個人評価表の採用とストロング
選手の発掘、④Ｕ-12 リーグを拮抗したゲームとするためのリーグ編成についての
ご意見をいただいた。
※(7)4 種事業の見直しに関連した内容で今後 4 種事業見直しに際し活かしていくこと
とする。
《3》山梨県 U-10 サッカーフェスティバルについて（鈴木理事）
・今年度新たな U-10 事業としてフェスティバルを開催した。当初 2 日間のリーグ戦を
開催する予定でしたが、2 日目の 7 月 21 日は猛暑酷暑ということで延期となりその
後は会場確保と参加チームの都合により再度スケジュールを調整している。
・各地区の皆さんに会場提供いただき感謝する。
・来年度についてはフェスティバル終了後に改めて協議をしていくこととなる。具体
的な方法などは今後提案していく。
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３．協議事項
（１）平成 30 年度評議員会について（別紙）
□期日：平成 30 年 9 月 8 日(土)午後 2 時～（役員午後 1 時集合）
□場所：笛吹市八代総合会館（笛吹市八代町南 527 TEL055-265-4011）
※次第について確認した。
・役員は 12 時 50 分集合
・事業報告：三澤理事
・駐車スペースが少ないので市役所支所駐車場の確認後、地図を作成し配信する
・前期事業報告及び後期事業の内容確認を行った。
・キッズ関連事業の確認を行った。
（２）第 4 回山梨県 U-10 選抜大会について(担当：藤田・三浦理事)（別紙）
□期日：平成 30 年 11 月 10 日(土)
・開催予定 10 月 8 日は会場確保が出来ず、11 月 10 日(土)押原に変更とした。
□場所：押原公園人工芝Ｇ
※内容について三浦理事より提案され確認した。
・参加チーム確認、昨年同様甲府 2、峡中 2、他地域は各 1 チームが参加。
・競技規則、試合方法は昨年同様とする。
・組合せ実施
（３）チビリン山梨県大会について（担当：窪田・福田理事）（別紙）
□期日：平成 30 年 12 月 1 日（土）（予備日 12 月 2 日）、12 月 16 日（日）
□参加チーム数 33 チーム
※予選リーグは 4 チーム 8 パートを基本とし、今後 32 チームを超えた場合は 5 チー
ムのグループを作り決勝トーナメントはベスト 8 による 7 試合を実施とする。3 ピ
リオド制（第 1、第 2 総入れ替え）であることから決定した。
・1 日目予選リーグは会場及び会場当番チームを決めず、抽選終了後グループで協議
し確保する。
・会場使用料はグループで負担する。
・グループ分け及び抽選は同地区チームが重ならないよう配慮した枠組を作成したう
えで実施する。
（４）ＪＦＡ全日本 U-12 選手権大会・山梨県大会について
（要項、複数エントリー他 担当：鈴木理事）（別紙）
□期日：平成 30 年 11 月 4 日（日）～11 月 25 日（日）
□参加チーム：72 チーム
（登録 74 チーム、欠場 3 チーム、複数エントリー1 チーム）
□組合せ抽選会：平成 30 年 9 月 8 日（土）評議員会終了後実施
□大会スケジュールの発表と会場確保の確認
1 日目 11 月 4 日（日）8 面
（郡東 2 面＝初狩、甲府 2 面＝玉諸・朝日小、峡北 2 面＝御勅使・須玉小、
峡東 2 面＝山梨市市民小原 G）
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□2 日目 11 月 11 日（日） 峡中 2 面、郡南 2 面確保の依頼
□エントリー表について、大会エントリーシステムを使用したエントリー表の採用を
行うことについて説明。評議員会でも説明を行うこととする。
□大会シードについて説明と確認を行った。
各グループ順位を優先し、勝点、得失点差、総得点の順にシード順を決定する。
①VF 甲府 U-12、②U スポーツ ③エルドラード ④フォルトゥナ
⑤レドンド ⑥ヴァリエ都留 ⑦中道セレソン ⑧山梨 SSS
（５）個人登録について(Ｕ-10・Ｕ-11)（委員長 別紙）
□個人登録について U-11 以下の選手登録をお願いする
・4 種の課題解決のための環境つくりや取り組みは全てのカテゴリーに共通している
・U-12 事業だけでなく U-11 リーグ、U-10 の取り組み、地区トレセンや県トレセン事
業等幅広く選手の育成強化も行っている。
・今後の事業展開について必要となる財源の確保も必要となる。
・評議員会で改めてお願いと理解を求めていく。
（６）ニッサングリーンカップサッカー教室について(委員長 別紙)
□期日：平成 30 年 9 月 23 日(日)
□場所：韮崎中央公園陸上競技場 ※雨天時：八田小体育館
・出労人数 10 名(事業運営部含む)
■出席人数確認 役員 4 名＋事業運営部
（７）4 種事業の見直しについて（継続審議）
・4 種委員会事業（U-12 リーグ・関東山梨県予選・全日本山梨県予選・選抜大会・Ｎ
ＧＣ・チビリン山梨県予選・Ｕ-10 選抜・Ｕ-10Ｆ）
・検討のロードマップ造りなど、委員会を立ち上げる。
・見直しの検討を始めることについて、評議員会で提案をする。
（８）その他
・役員納涼会について確認した。
以上
議事録作成

平成 30 年 8 月 31 日
署名：（峡中地区）
広報部確認

