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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第２回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

令和元年７月１２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〉

◇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：風間副委員長

付議事項

１．委員長挨拶

２．報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

□技術部

□広報部

□キッズ部

□フットサル部

②その他報告

・第 12 回関東Ｍ‐Ｔ‐Ｍ交流戦 in 群馬

期日：2019 年 7 月 26 日（金）～28 日（日）

場所：コーエイ前橋フットボールセンター（群馬県前橋市）

山梨県選抜Ｇ（18 名）、Ｐ（18 名）

・ＪＦＡフットボールフューチャープログラム（ＦＦＰ）

期日：2019 年 8 月 1 日（木）～4日（日）

場所：Ｊビレッジ（福島県双葉郡）

山梨県（16 名）

・第 9回北関東大会

期日：2019 年 8 月 2 日（金）～4日（日）
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場所：あずまサッカースタジアム外（群馬県伊勢崎市）

第１代表 ＦＣアルピーノ 第２代表 Ｕスポーツクラブ

第３代表 玉諸ＳＳＳ 第４代表 若草バイキング 第５代表 エスヴィエント

・第 43 回関東少年サッカー大会

期日：2019 年 8 月 23 日（金）～25 日（日）

場所：大和ゆとりの森大規模多目的広場（神奈川県大和市）

第１代表 ＶＦ甲府Ｕ-12 第２代表 フォルトゥナＵ-12

第３代表 エアフォルク山梨

３．協議事項

（１）nanahoCup 大会総括について

（２）JFA 全日本 U-12 選手権大会・山梨予選（担当：甲府）について

（３）JA 全農杯全国小学生選抜サッカー山梨県予選（担当：峡北）について

（４）JA 全農杯全国小学生選抜サッカーin 関東（山梨開催）について

（５）リーグ全体会及び「新ルール」の説明会について

（６）NGC サッカー教室について

（７）書籍購入（暴力・パワハラのないスポーツ指導を目指して）について

（８）2019VFK ホームゲーム出労②について

（９）CHALLENGE CUP U-12（群馬）について

（10）その他

議事経過

１．委員長挨拶

・ nanahoCup の運営お疲れさまでした。また、内藤ハウスカップの最終日運営も引き続

きよろしくお願いしたい。

２．報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

・ 8月下旬から審判の更新講習が始まる、受講をお願いします。

□技術部

・ MTM、FFP が実施予定（対象者で VFKU-13、Ｕスポーツ U-13 等と TM 実施予定。）

8/5 のヴァン＋に山梨県選抜 U-10 と山梨県女子選抜 U-12 が参加予定。7/15 に県 TC

開催予定（農村公園、学院 G）

□広報部

□キッズ部

□フットサル部

②その他報告（石原委員長）

・ 関東 M-T-M は、前橋市開催で固定となる。

・ FFP は J ヴィレッジ開催が固定になる予定。開催期間が 5日→4日になった。

・ 来年度、関東大会が山梨開催となる。審判部及び事業運営部は、大和市での開催

状況の視察に行く。神奈川での開催のため、役員でも可能であれば視察をお願いし
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たい。昨年度の千葉開催時は、多くの予算を掛けて暑熱対策（ミスト等）を行った

が、そこまでの予算確保は、神奈川も山梨も難しい中、工夫をして対策を行う必要

がある。（ベンチ裏へ氷水の設置等）対策方法を関東委員長会議で協議の上、各チ

ームへ配信となるため今後、より良い方法を検討していきたい。関東大会は、２４

チームでの開催となることから、会場・駐車場の検討もしっかりし、万全の体制で

臨みたい。

３．協議事項

（１）nanahoCup 大会総括について

次回、理事会時に行う。何か気づいた点があれば、三科部長へ連絡。

（２）JFA 全日本 U-12 選手権大会・山梨予選（担当：甲府）について（鈴木広報部長）

4人制審判を採用し、交代はアウトプレー時に行っている。8人制は「自由な交

代」であることから、齟齬が生じている。→4人制審判を採用した経過も考慮し、4

人制審判は継続する。FP の交代については、「自由な交代」とし、GK の交代のみア

ウトプレー時とする。（けが等による 7人でのプレー時間は、「自由な交代」の採

用により今までより緩和される。）

シードについては、前期 U12L の結果を反映する。Gリーグの各パート 1.2 位をシ

ードとする。パートのよりチーム数が違うことから、勝点、得点等を試合数で除し

た勝ち点等を比較する。

Gパート 1位チーム（4チーム）を上記方法により第 1～第 4シードとし、2位チー

ムを第 5～第 8シードとする。

ベンチ入り指導者のうち 1名以上を有資格者とする。本部から提示を求められた

場合に対応できるようにすること。

参加チーム、複数エントリーチーム、会場責任チーム、会場名を 8月 10 日までに

鈴木広報部長に報告お願いします。

本大会では、改正後の競技規則の適用となる。

抽選は、9月 14 日の評議員会時に行う。

システムでのエントリー申請は、10 月 1 日(火)～10 月 27 日（日）の期間とす

る。

（３）JA 全農杯全国小学生選抜サッカー山梨県予選（担当：峡北）について（窪田）

荒天時を考慮し、予備日を設ける。（14 日（土）を予備日とする。）

決勝 Tは雨天実施とする。

大会形式は、昨年度の 8パートリーグ、1チーム勝ち上がりとし、8チームによる

決勝 Tの予定。今年度の参加チーム数が確定した段階で地域分けを行う。

予選 Lの会場については、パート内で調整及び費用負担とする。

各地区は、参加チームの報告を 8月 10 日までに窪田までお願いします。

本大会では、改正後の競技規則の適用となる。

抽選は、9月 14 日の評議員会時に行う。

システムでのエントリー申請は、11 月 1 日(金)～11 月 29 日（金）の期間とす

る。
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（４）JA 全農杯全国小学生選抜サッカーin 関東（山梨開催）について（石原委員長）

3月 20 日・21 日に開催となる。会場は、押原公園で実施予定。（関東大会を見据

え 2会場開催も・・）

テントの設置及び駐車場案内については、外注する。

次回理事会において、細かい役を決定する。

総務運営委員長は風間副委員長、式典運営委員長は福田副委員長で決定。

3月の開催に向け準備を今後しっかり重ねる。

（５）リーグ全体会及び「新ルール」の説明会について（石原委員長）

競技規則が大幅に改正になることから、後期 Lの全体会の前に説明会を実施す

る。普段、審判を行う方にぜひ参加してもらいたいことから、大研修室の確保をし

たので、参加を呼び掛けてください。

施設の利用時間が 21 時までのため、全体会をスムーズに終了するようにお願いし

たい。

前期 Lの成績により、後期 Lの組み合わせを作成する。Gリーグのチーム数が違

うことから、JFA 全日本予選同様にチーム数を考慮し、Pリーグへの降格チームの決

定を行う。（勝ち点等をゲーム数で除して決定予定。）

研修時の資料を事前に地区理事を介し、展開する。当日は、研修会参加者は、各

自印刷の上、持参をお願いします。

【後期 U12L 全体会及び「新ルール」説明会】

期日：2019 年 8 月 8 日（木）

会場：ぴゅあ総合 大研修室

時間：「新ルール説明会」 19：00～20：00

「後期 U12L 全体会」 20：00～21：00

（６）NGC サッカー教室について（石原委員長）

下記のとおり実施予定

期日：2019 年 10 月 14 日（月）

会場：韮崎中央公園サッカー場（雨天時は若草体育館）

（７）書籍購入（暴力・パワハラのないスポーツ指導を目指して）について（石原委員

長）

暴力、パワハラの根絶に日ごろから取り組んでいる。その中で有意義な参考図書

があることから、4種のチームにぜひ購入の検討をお願いしたい。チームに理事を

通して展開するので、集計をお願いします。

（８）2019VFK ホームゲーム出労②について（愛媛 FC）（石原委員長）

期日：2019 年 7 月 13 日（土） 集合 14：30 KO18：00

出労者：石原、福田、志村、内田、西島、戸田、窪田、溝呂木、神取、横森

よろしくお願いします。

（９）CHALLENGE CUP U-12（群馬）について（石原委員長）
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JFA 全日本 U-12 選手権大会・山梨予選の上位チームを対象に「CHALLENGE CUP

U-12」の大会開催がある。ベスト 8進出チームにアナウンスを行う。（大会要項に

記載する。）

順位付けは、関東大会予選と同様の方式により行う。

【CHALLENGE CUP U-12】

期日：12 月 26 日～12 月 28 日

会場：コーエイ前橋フットボールセンター、前橋総合運動公園、図南サッカーパ

ーク外

対象：JFA 全日本 U-12 選手権大会地域予選ベスト 8の中から 4チーム（上位チー

ム優先）（1都 7県の 32 チーム）

（10）その他（石原委員長）

① 評議員会の開催日時の確認を行った。

2019 年度評議員会

期日：2019 年 9 月 14 日（土）14：00～（役員は 13 時集合）

場所：笛吹市八代総合会館（笛吹市八代町南 527 ℡055-265-4011）

議題：①関東・北関東大会出場報告

②4種前期事業報告及び後期事業確認

③4種事業の見直し検討委員会審議報告

④JFA 全日本 U-12 選手権大会・山梨予選の抽選（該当チームのみ）

⑤JA 全農杯全国小学生選抜サッカー山梨県予選の抽選（該当チームの

み）

② 天皇杯 3回戦への出労者の確認を行った。

天皇杯 3回戦への出労をお願いしたい。（1名足りない）

開催日：8月 14 日（水） KO19:00

会 場：山梨中銀スタジアム

対 戦：ヴァンフォーレ甲府 VS FC 東京

集 合：14：00 予定

出 労：石原・風間・横森（YFA 理事）、4種役員 4名 計 7名

4種役員：三科、志村、神取、（ ）

③ 次回理事会の確認を行った。

第 3回理事会

期日：8月 30 日（金）

時間：19：00～

場所：押原 2F 会議室

議事録作成 令和 1年 9月 2日

署名 窪田 圭司

広報部確認


