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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第４回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 30 年 11 月 16 日（金） 午後 7時～10 時

〈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：福田副委員長

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その他報告

３．協議事項

（１）山梨県 U-10 選抜少年サッカー大会総括について（別紙）

（２）チビリン山梨県大会について（別紙）「組み合わせ・会場確認」

（３）山梨県選抜少年サッカー大会について（別紙）「要項・抽選」

（４）ニッサングリーンカップ（別紙）「要項・シード他」

（５）全日本 U-12 大会各賞選考について（別紙）

（６）2019 山梨県 U-10 サッカー大会（仮称）について（別紙）

（７）個人登録について

（８）JFAU-12 サッカーリーグ 2019 について

（９）2019 年度 4種委員会事業予定について（別紙）

（10）関東サッカー協会 4種分担金について

（11）今後の予定について

（12）平成 30 年度山梨県サッカー協会功労者表彰について

（13）その他
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議事経過

１．委員長挨拶

・今年も僅かとなった、全少初日二日とも大きな混乱もなく開催され、明後日 3日目も

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（溝呂木審判部長）

・2019 年サッカー審判員資格更新講習会が行われている。受講しないと資格失効す

る。早めに受講をしてほしい。また 4級審判員についてはｅラーニング受講による

更新ができるので利用してほしい。（別紙）

□技術部（神取技術部長）

・12 月 1 日～2日ナショナルＴＣ関東Ｕ-12 選考会を行う

・12 月 9 日関東女子リーグが開催

・第１回県トレで選考した 16 名で 11 月 24 日ヴァンタスに参加する。

□広報部（鈴木部長）

・全日本山梨県大会より KICKOFF 大会エントリーシステム使用を開始した。大会前に

はエントリー票に記載する帯同審判員・指導者等の入力に問い合わせがあり「差戻

し」処理もあったが、大きな混乱もなく運用されているように思います。選手や指

導者帯同審判員の登録についてあらためて意識していただけたと感じています。今

後は地区承認者の権限を高めてシステムを使用していきたいと考えています。皆様

のご理解ご協力感謝する。

□キッズ部（横森部長）

・11 月 10 日高校選手権決勝戦前座として、男子 100 名、女子 5名によるＵ-9 フェス

ティバルを実施し、30 名（アカデミースタッフクラブ連盟スタッフ）選考し 12 月

7・8 日のアカデミーキャンプ研修会を実施する。その後のトレーニングを経てＵ-

10 トレセンへの推薦を行う予定。

・平成 30 年度「ＪＦＡ公認キッズリーダー養成講習会リフレッシュ研修」を平成 31

年 1 月 19 日（土）に実施する。協会ホームページに掲載する。4種関係者ではポイ

ント付与もある。当初 4種で取得した当時とは内容が大きく変わってきていること

もあり今年度と来年度で全てのキッズリーダーに受講していただくように考えてい

る。各地区理事を通じて案内をお願いする。申し込みは KICKOFF サイトからとな

る。

□フットサル部 なし

②その他報告

□関東委員長会議報告（石原委員長）

・関東ＭＴＭ交流戦

開催地を来年度より群馬県前橋フットボールセンターに変更される。

・関東選抜少年サッカー大会

Ａブロック 群馬Ａ 山梨Ａ 埼玉Ｂ 宮城県
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Ｂブロック 神奈川Ａ 茨城Ｂ 福島県 長野県

Ｃブロック 茨城Ａ 千葉Ｂ 東京Ｂ 新潟県

Ｄブロック 埼玉Ａ 群馬Ｂ 栃木Ｂ 青森県

Ｅブロック 栃木Ａ 神奈川Ｂ 岩手県 秋田県

Ｆブロック 千葉Ａ 東京Ａ 山梨Ｂ 山形県

・ＪＡ全農杯チビリンピックｉｎ関東（神奈川県開催）

Ａブロック 神奈川① 栃木② 千葉② 茨城①

Ｂブロック 山梨① 埼玉② 東京② 群馬①

Ｃブロック 千葉① 茨城② 群馬② 東京①

Ｄブロック 埼玉① 山梨② 神奈川② 栃木①

※12 月 16 日代表決定後チームへ配信する。

○JFA プロ選手の発掘育成強化のトレーニング費用をいただける金額がアップした。

・Ｊ1登録選手所属チームに 10 万円、Ｊ2の場合は 5万円が支給される制度がある。

３．協議事項

（１）山梨県 U-10 選抜少年サッカー大会総括について（委員長） （別紙）

1．全体的

・4年目の U-10 山梨県選抜大会は、天候にも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、ご協力ご尽力頂いた関係者の皆様に感謝いたします。

2．日程

・天候のサッカー日和で選手も生き生きとプレイしていたように見受けられた。この

時期の開催が良いと思います。

3．その他

・前後半総入れ替えメンバー16 名以外の選手交代方法の記載が要項になかったため混

乱があった。次年度より明確にしてほしいとの意見がありました。

（当日の対応はアウトオブプレー時に交代、出場時間の確認を行った）

○前後半交代から 16 名以上での開催を考えると 3ピリオド制にすることも考えて良い

のでは、前半後半総入れ替えではチーム構成によりゲーム内容に差がでる。3ピリ

オド目にスキルの高い選手同士が対戦することで拮抗したゲームになるのではない

か。（委員長より提案）今後は技術部の検討課題とする。

（２）チビリン山梨県大会について（窪田理事）（別紙）「組み合わせ・会場確認」

・1日目：12 月 1 日（土） 予備日 2日（日）

・最終日：12 月 16 日（日）押原人工芝Ｇ

・運 営：役員・事業運営部 集合時間：午前 7時 45 分

・閉会式：午後 2時

○選手証の確認等各会場でしっかりと出来るように責任チームへ再確認を要す。

○荒天による予備日への変更についてはグループで決定し実施する。予備日は 12 月 2

日とするが、できない場合は 8日（土）、9日（日）なども認める。

○峡中地区のキッズフェスティバル予定されている。
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（３）山梨県選抜少年サッカー大会について（三澤理事） 別紙「要項・抽選」

・基本的に昨年同様の要項となる

・期日：平成 31 年 1 月 26 日（土）

・会場：押原公園人工芝 G

・運営：会場準備・事業運営部及び峡中地区

競技運営・理事、専門部、事業運営部

審判・審判部（主審・第 4審）、帯同審判（副審）帯同は審判部以外の方

・日程：会場準備 7:00、開会式 8:15、試合開始 9:00、閉会式 15:50

・大会登録メンバーは 18 名以上 20 名までとし、試合登録メンバーは 16 名とする。前

後半総入れ替えする。

・エントリー票は 12 月末までに提出する。メンバーの差し替えは 1月 9日まで

・登録選手の中で事前に出場ができない事態が生じたときは当日登録変更を行い、18

名以上の選手を確保すること。登録選手は均等に出場機会を得ることを望む。

・ユニホームアンダーの色についてインナーウェアの着用は、チームで統一した色で

ある場合は出場を認める。

・選手証の確認方法について、メンバー表に選手番号と記載責任者を記載する。

（４）ニッサングリーンカップ（別紙）「要項・シード他」

・2月 3日（日）開会式 8:30 小瀬球技場

予選リーグ 1日目 16 会場（峡東 2、小瀬球技場 2＋甲府 4・峡中８）

・2月 10 日（日）

予選リーグ 2日目 16 会場（峡東 6、小瀬球技場 2＋甲府 4・峡中 4）

・2月 16 日（土）決勝トーナメント（甲府・峡北）小瀬球技場で決定

・2月 17 日（日）準決勝・決勝・閉会式（役員・事業運営部）押原天然芝 G

・3月 9日（土）予備日

・参加チームは「大会参加希望」を地区理事宛て 12 月 1 日までに行い、各地区理事は

事業運営部長に 12 月 3 日までに通知する。

・参加チームは KICKOFF より「大会エントリー」申請を行うこと

・申請期間は平成 31 年 1 月 7 日～1月 27 日 申請後は地区広報部員へ連絡

・大会は 11 人制で実施する。

・競技規則ユニホームの弾力的な運用について、アンダーシャツ、アンダーショーツ

およびタイツの着用について、セカンドユニフォームの使用の際に、それぞれシャ

ツの袖の主たる色またはショーツの主たる色と同色でない場合であっても、チーム

で統一された色である場合には出場を認める（別紙で告知する）

・降雪等で試合実施が不可能な場合は、試合方法、日程の変更を含め理事会において

判断し指示する。 予選リーグ戦（第 1 日、第 2 日）の実施が不可能な場合、トー

ナメント戦方式（初日 15 分ハーフ、他 20 分ハーフ）に変更する。開催予定日

は、順延して行う。

・第 1 日が実施できない場合、開会式は別に案内とする。

・降雪時の日程変更フロー図を確認した。
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（５）全日本 U-12 大会各賞選考について（別紙）

・3日目役員出労確認 役員人数、事業運営部 5名、審判部 7名 11 月 13 日迄報告

■平成 30 年 11 月 18 日（日）午前 7時 45 分集合

■小瀬補助競技場

■第 1試合：9:30～

・最終日役員出労確認 役員人数、事業運営部、審判部 11 月 19 日迄報告

■平成 30 年 11 月 25 日（日）午前 7時 45 分集合

■押原公園天然芝Ｇ

■3位決定戦：9時 30 分～ 決勝戦：11 時 30 分～

※全日本バナー（横断幕）の用意 事業運営部

※公式記録は高山洋平（石和）依頼

（６）2019 山梨県 U-10 サッカー大会（仮称）について（別紙）

・2019 年 5 月 25 日（土）、6月 15 日（土）、6月 29 日（土）、7月 13 日（土）

○大会要項案について協議した。

・試合会場は 4種委員会年間確保会場及び各地区参加チームが協力して確保する。

・参加選手は加盟チームに個人登録された選手であること

・参加希望チームの集計組み合わせ等のスケジュールを検討した。

（７）個人登録について

・来年度より、4種公式事業に参加する選手については原則 JFA 個人登録をしたもの

であり加盟登録チームに所属した選手とする。U-11、U-10 の選手も個人登録が必要

と各地区でも周知をし理解を得ていく。

（８）JFAU-12 サッカーリーグ 2019 について

・4種事業見直しの検討委員会において今後協議を進めるが、2019 年度においては検

証・検討の期間とし例年に沿った開催を行う。

（９）2019 年度 4種委員会事業予定について（別紙）

・2019 年度スケジュール検討し会場確保等の参考とする。

（10）関東サッカー協会 4種分担金について

・関東 4種都道府県の分担金廃止に伴い、県 4種登録チームの分担金￥2,000-徴収は

行わない。

（11）今後の予定について

・第 5回理事会：2019 年 1 月 11 日（金）午後 7時～県協会 2階会議室

・第 6回理事会：2019 年 2 月 8 日（金）午後 7時～県協会 2階会議室

・第 7回理事会：2019 年 3 月 8 日（金）午後 7時～県協会 2階会議室

・4種定期総会：2019 年 4 月 13 日（土）午後 2時～甲府市総合市民会館

・新年会：選抜大会終了後（石和・甲斐路）
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（12）平成 30 年度山梨県サッカー協会功労者表彰について

・30 年度 4種功労者表彰について各地区 1名の選出、表彰規程を遵守し厳正選出をお

願いする。

・選出は 12 月中、提出書類は後日地区理事へ送付する。

（13）その他

・天皇杯 11 月 21 日（水）出労：石原・風間・戸田・小林

※チケット：大人 2枚と小学生 50 枚配布する。

議事録作成 平成 31 年 3 月 24 日

署名（峡東地区）

広報部確認


