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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第７回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成３１年３月８日（金） 午後７時～９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：福田和久副委員長

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

①専門部報告事項

□事業運営部 特になし

□審判部

□技術部 特になし

□広報部 特になし

□キッズ部 特になし

□フットサル部 特になし

②その他報告

３．協議事項

（１）ニッサングリーンカップ総括（石原委員長、三科事業運営部長・別紙）

（２）U-10 サッカー選手権大会 再提案について（鈴木理事・別紙）

（３）関東大会山梨県予選の大会要項・シードの確認（担当：峡中理事）

（４）2019 年度定期総会及び総会資料の細部について（石原委員長）

（５）2019 年度理事の職務分掌について（石原委員長）

（６）2019 年度理事会議事録作成について（石原委員長）

（７）2019 年ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（石原委員長）



2 / 5

（８）今後の予定について

（９）その他

議事経過

１．委員長挨拶

各位の協力により平成３１年度の各種事業が問題なく終える事に感謝申し上げます。次

年度も宜しくお願いします。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

□事業運営部 第３５回ニッサングリーンカップ山梨県少年サッカー選手権大会総括

（別紙）

□審判部

・新規取得講習を開催している。ウェブサイト「キックオフ」からのエントリーを周

知願います。

□技術部 特になし

□広報部

・【2019 年度継続登録申請が始まりました】期限は 3月末となっている。申請内容を

確認し随時承認していきますので申請後は地区一次承認者への報告をお願いする。

・【JFAU-12 サッカーリーグ 2019 山梨県 大会エントリー】・大会エントリーシステ

ムを使用したエントリーの受付を行います。

・システム稼働は 3月 25 日(月)より期限は設けず、開幕までとしている。但しチーム

の登録完了後にエントリーが可能となります。

・エントリー票はエントリー参集承認後に印刷が可能となります。選手顔写真の登録も

推奨する。グループで取りまとめ、PDF ファイルで広報部提出となる。

□キッズ部 １１月３０日（土）１２月１日（日）に１都７県のキッズミーティング

が計画されている。インストラクター、アカデミーのメンバー中心で行いたい。指導

対象はＵ９とする。新年度に広報する予定なので協力をお願いします。

□フットサル部 特になし

②その他報告

３．協議事項

（１）ニッサングリーンカップ総括（石原委員長、三科事業運営部長・別紙）

別紙報告書中の正副ユニフォームの準備徹底を地区理事より意識付けを行う。

（２）U-10 サッカー選手権大会 再提案について（鈴木理事・別紙）

・前回理事会での協議内容を入れ込んだ修正案を添付いたします。

・参加 48 チーム、8グループを想定した内容となっています。

・各地区の参加予定チーム数を把握し、予め組合せ作成をしていきたいと考えています。

・大会までのスケジュールも作成しています。

・大会名称は「2019 内藤ハウス CUP 山梨県 U-10 サッカー大会」とする。

・2日目会場確保を地区にお願いするか、グループにお願いするかが課題です。
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・新学期当初なので学校行事を確認してのエントリーをお願いする。

・開会式を現在小瀬補助において受付８：００～、８：３０～９：００に開催の予定だ

が協賛社の意向を確認し開催方式を決定する。

・１日目の他２面の会場については、峡中・峡東地区において確保する。

・協賛社に子供たちに対して応援物品のお願いをする。

・協賛社の褒章品（賞状・カップ等）を準備する。

・背番号の変更については当日でも可能とする。

・不戦敗は「０対５」として処理を行う。

・フェアプレー賞については全勝の基準に準じ、全チームを対象とし１次リーグから各

会場で推薦をする。チーム写真と推薦書の提出をお願いする。

・組み合わせについては役員会において決定するが、各地区から参加チームの順位を報

告してもらう。

・合同チームとして参戦は可能だが、個人登録が必要になる。

（３）関東大会山梨県予選の大会要項・シードの確認（担当：峡中理事）

①関東大会山梨県大会出場枠についての確認

・優勝、準優勝、第 3位の 3チームが「関東大会（神奈川県）」に出場

・第 4位～第 8位の 5チームが「北関東大会（群馬県）」に出場（24 チーム開催）

※第 4位が第 1代表で、第 5位～第 8位は昨年同様に順位決定戦を行わず、準々決勝で

対戦チームの決勝戦 3位決定戦の成績により順位を決定する。

②協賛社は現時点で未定

③日程について

※予選リーグ①：2019 年 5 月 6 日（祝・月）開会式：小瀬補助競技場（協賛による）

●16 面：甲府 6面・峡中 6面・峡東 4面・小瀬補助 2面／小瀬球技場 2面

※予選リーグ②：2019 年 5 月 19 日（日）小瀬球技場 2面他 14 面

●14 面：各グループ内で会場確保する。

※決勝トーナメント①：2019 年 6 月 9 日（日）32 チーム

●4面：小瀬補助競技場 2面（担当：甲府）初狩憩いの公園 2面（担当：郡東）

※決勝トーナメント②：2019 年 6 月 30 日（日）8チーム

●2面：農村公園 2面（担当：役員・事業運営部）

※決勝戦・3位決定戦：2019 年 7 月 6 日（土）4チーム

●1面：押原公園天然芝 G（担当：役員・事業運営部）

※会場確保は 5月 10 日までに決定しその都度競技することとします。

・要綱については昨年度同様とする。

・参加申し込みについては３月末日までとする。（複数エントリー不可）

・エントリー表入力は４月１日（月）から４月３０日（火）までとする。

・１日目の会場確保については、４月６日（土）２日目の会場確保については５月１０

日（金）までに報告の事。

・決勝トーナメント（６/３０・７/６）の運営については役員・事業運営部において行

う。｛なお要綱の７月６日は（日）から（土）に訂正願います｝

（４）2019 年度定期総会及び総会資料の細部について（石原委員長）
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①2019 年度事業計画（案）について（別紙）

②2019 年度活動基本方針（案）について（別紙）

③県協会功労者の定期総会への出席及び挨拶依頼

※3月 22 日の県協会総会へ出席し、受賞した場合は伝達のみ（地区理事が確認する）

※県総会へ出席されない場合は、4種総会（表彰・挨拶）への出席を依頼する。

④4種委員会定期総会について

■期日 2019 年 4 月 13 日（土）甲府市総合市民会館 3階大会議室

・役員集合：午前 11 時 30 分 午後 12 時 30 分受付 午後 1時開式

・受付時に：暴力・暴言追放宣言書を回収

・資料配布：総会資料・4種登録名簿・評議員名簿・その他資料）

■司会：福田副委員長

■議長：峡東地区：志村 武氏（塩山サッカースポーツ少年団）

■議事：

1．2018 年度事業報告及び活動基本方針の検証 報告者：内田副委員長

2．2018 年度専門部事業報告及び決算報告を一括で行う。

3．2018 年度決算 報告者：志村会計

4．2019 年度基本方針（案）及び事業計画（案）報告者：風間副委員長

5．（関連）4種委員会事業見直し検討委員会設置について

6．専門部事業計画案及び予算案を一括で行う

7．2019 年度予算案 報告者：志村会計

－休息（10 分）－

8．講演会（約 1時間 30 分）

・サッカーを楽しむための環境をつくる アンガーマネジメント講座

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会：岸田輝美氏

（準備品：パソコン、マイク２本）

－休息（10 分）―

9．関東大会山梨県予選組合せ抽選会 （三科事業運営部長）

（５）2019 年度理事の職務分掌について（石原委員長）

①関東大会予選【峡中】 ②U-10 選抜【郡南】 ③全日本【甲府】

④チビリン県大会【峡北】 ⑤U-12 選抜【郡東】 ⑥ニッサン【峡東】

（６）2019 年度理事会議事録作成について（石原委員長）

①郡南 ②峡北 ③峡中 ④甲府 ⑤峡東 ⑥郡東 ⑦郡南

（７）2019 年ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（石原委員長）

・分担出労表について確認した 全て設営・撤収

・三澤理事、望月理事は協会出労、地域協会出労があるため 4種の分担は行わない。

■4月 14 日（日）水戸ホーリーホック 14:00KICKOFF

・石原、風間、志村、内田、鈴木、戸田、広瀬、三科、神取、横森

■7月 13 日（土）愛媛 FC 18:00KICKOFF

・石原、福田、志村、内田、西島、戸田、窪田、溝呂木、神取、横森
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■10 月 13 日（日）栃木 FC KICKOFF 未定

・風間、藤田、鈴木、西島、三浦、広瀬、窪田、三科、溝呂木、野口

※天皇杯第 99 回：第 2節 7月 3日（水）、第 3節 8月 14 日（水）、第 4節 9月 18 日

（水） 会場は山梨中銀スタジアム 水曜開催であり

（８）今後の予定について

①2018 年度事業計画及び決算報告並びに 2019 年度事業計画及び予算案、本会計決算及

び予算案は 3月 20 日（水）までに委員長宛てメールで提出する。

②4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 20日（水）

までに委員長宛てメールで提出する。

③2019 年度第 1回理事会 4月 19 日（金）7時～押原会議室

キッズＵ－６/Ｕ－８サッカーフェスティバル

峡中地区１２/７（土）押原人工Ｇ

峡北地区１０/５（土）勅使Ｇ

峡東地区５/２６（日）御坂Ｇ

群東地区９/８（日）やまびこＧ

（９）その他

①キッズチャレンジマッチの参加チームを募集する

・3月 17 日（日）甲府地区：新紺屋朝日 SSS、FC ジョカーレ

・3月 23 日（土）参加できるチームを募集する地区理事にお願いする。

②関東キッズミーティング山梨県

・2019 年 11 月 30 日（土）12 月 1 日（日）に開催する

・県内のインストラクター、キッズ部が実施する U-9 年代のキッズ活動に対する 1都 7

県の研修会を行う予定がある。対象となる年代選手の活動に配慮をお願いする。

議事録作成 平成 31 年 3 月 23 日

署名 郡南地区理事 藤田 徹

広報部確認


