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（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〉
２０１９年８月３０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
◇野口徹フットサル部長
〈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 9 回北関東大会（結果報告済み）
・第 43 回関東少年サッカー大会（結果報告済み）

３．協議事項
（１）2019 年度評議員会について（別紙）
・次第
（２）第 5 回山梨県 U-10 選抜大会について
（３）JFA 全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会について
（４）JA 全農杯小学生選抜サッカー山梨県予選について
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（５）4 種委員会事業見直しについて
（６）JA 全農杯小学生選抜サッカーin 関東について
（７）第 44 回関東少年サッカー大会について
（８）ニッサンサッカー教室について
（９）種別間交流事業について
（10）天皇杯 3 回戦 4 種出労について
（11）その他
議事経過
１．委員長挨拶
・猛暑が続いているが体調に留意し評議員会に向け協力していきましょう。U-10 サッカー
大会協賛のお礼の為内藤ハウスを訪問した。来年以降も協賛いただけるとのこと、また
協賛したことに良い印象を持っていただくことが出来た。来年はプログラム作成も考え
ている。
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
・Ｕ-12 リーグ後期のエントリー申請受付け中です。
・峡中地区承認いついては鈴木広報部長あてにお願いする。
□キッズ部
・地区フェスティバルを 3 地区で開催した。
・出前フェスティバルは峡中南部地区で行う。以降峡北地区・郡東地区で計画してい
るので宜しくお願いする。
・キッズリーダー講習会について 9 月 22 日（日）甲府一高サッカー部員対象とした第
1 回 U-6 コースを実施し、11 月 30 日の関東キッズミーティングスタッフとして参加
いただく。
・キッズリーダー講習会オールコース（4 種指導者メイン）を 1 月に実施する。
□フットサル部
・8 月 10 日～12 日 JFA バーモントカップが開催された。
・ＡＳコーフフットサルクラブが出場、予選リーグ 2 勝 1 敗で予選敗退。
・来年度の日程は東京オリンピックの関係で未定となっているが決まり次第連絡する
②その他報告
・第 9 回北関東大会（資料送付済み・HP にも掲載済）
・第 43 回関東少年サッカー大会（資料送付済み・HP 掲載済み）
○関東大会において、参加チームが他大会出場の為アンダーカテゴリーの選手が出場
し大きく点差が離れる試合があった。昨年も見られた事案であり委員長会議で、出
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場チームを変更することにしていた。来年度については要項に明記し大会の質を高
めていく。
■関東大会参加資格は各都県から推薦されたチームとなっており、参加チームに確認
を行ったうえで参加チーム（山梨県推薦）を成績順位に従って推薦することもあ
る。
○県内チームＶＦ甲府、フォルトゥナ、エアフォルク 3 チームとも内容のある試合を
見せてくれた。今後全日本についても 3 チームの活躍を楽しみにしている。
３．協議事項
（１）2019 年度評議員会について（別紙）
・期日：9 月 14 日（土）午後 2 時～（受付 1 時 30 分）
・場所：八代総合会館 「役員集合 12 時 45 分」
・評議員会資料内容の確認を行った。
（２）第 5 回山梨県 U-10 選抜大会について
・期日：10 月 20 日（日）
・場所：中央市農村公園
・大会要項は 9 月 14 日までにメールにて確認を行う、担当は「郡内南地区」
・抽選は 9 月 14 日評議員会後役員により実施する。
（３）JFA 全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会について（別紙 甲府地区）
・大会要項について前回理事会以降決定した内容について確認を行った。
・参加チーム数・組合せ等について再確認を行った。
・第 1 回 CHALLENGE CUP U-12 大会について、参加チームの条件優先順①2 位～
4 位の 3 チーム、②抽選：ベスト 8 準々決勝敗戦 4 チームに照会し参加希望チーム
による抽選、但し①で辞退チームがある場合も②抽選による。①及び②で決定した
4 チームを山梨県推薦 4 チームとする。
（４）JA 全農杯小学生選抜サッカー山梨県予選について(峡北地区)
・参加 30 チームと抽選順が決定した。
・予選 12 月 7 日(土)予備日 14 日(日) 決勝トーナメント 12 月 15 日(日)
・12 月 7 日(土)小瀬補助 2 面、12 月 15 日(日)農村 2 面
・KICKOFF エントリー11 月 1 日～29 日
・大会規則は関東大会が新ルールとなるか決まっていないので、抽選会までに委員長
が確認する。
（５）4 種委員会事業見直しについて(別紙 見直し WG 風間)
・評議員会で提案する別紙が理事会に提出された。
・来年度以降の事業について詳細は今後検討委員会で詰めていくので、評議員会では
全体のイメージとして提案をすることとした。
・方向性としては 4 種事業全体を通じて選手育成のベクトルをつくる。
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・リーグ戦を主体に考えていく。U－12 リーグは、女子、U－11 チームの参加も認めて
いく。
・U－11 リーグについても U－10 チームの参加も可能としていく。
・U－11 リーグは JA 全農杯と並行して行う、全農杯レギュレーションがリーグと異な
り参加できるチームが限られることから並行して行い別の事業と捉える。
・スタッフの確保もチームの責任として認識していただく
・U－13 に繋ぐ取り組みとして種別間交流について来年度 6 地区で実施する方向で検
討が進められているが、今年度から取り組むことも検討されている。
・2019 年度選抜大会について 1 月に実施を予定している。次年度以降の実施について
取り組みの位置づけや内容について技術委員会で再検討して提案していただくこと
となります。
（６）JA 全農杯小学生選抜サッカーin 関東について(別紙 日程・会場 委員長)
・山梨県での開催にむけ 10 月に関東委員長会議で大会要項及び内容を提案する。
・例年通りの要項・競技内容となる
・大会のタイムスケジュールについては開会式会場と競技会場の設定により前回とは
時間帯を変更する。
・各部門役割分担を決定
「総務運営委員会」委員長：風間斉 副委員長：廣瀬幸司 委員：望月一徳、内田
淳、戸田昭人
「式典運営委員会」委員長：福田和久 副委員長：窪田圭司 委員：横森潔
「競技運営委員会」委員長：三科健二郎 副委員長：
委員：三澤厚司、西島
秀和、藤田徹、三浦善明、野口徹
「広報部」鈴木和幸 委員：
「技術委員会」神取一弘 委員：
「審判部」溝呂木勉 委員：
・押原公園駐車場確保について望月理事にお願いする。
・次回 11 月理事会までに各部担当者を決定する。
（７）第 44 回関東少年サッカー大会について
・開催日：2020 年 8 月 28 日(金)開会式及び監督者会議
8 月 29 日(土)予選リーグ
8 月 30 日(日)決勝トーナメント
・会場 押原公園 4 面を予定するが駐車場の確保に難しい面がある。
※協賛社や報道関係はテレビ取材等の関係から同一会場での開催を希望している。
チーム関係者の駐車場確保を前提として前もって昭和町を通じて体育館や教育関係
施設の駐車場を確保する。
※開会式の実施会場として昭和町の施設を検討する。昭和町総合会館は 300 名収容冷
房も完備しているので真夏の開会式に熱中症リスクも少ない。
※会場や駐車場の確保について年内目途に決定したい。
（８）ニッサンサッカー教室について
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・2019 年 10 月 14 日(月・祝) 韮崎中央公園陸上競技場 午前中
・役員の出席と事業運営部協力については後日メールにて確認する。
（９）種別間交流事業について
・技術委員会と協議し 3 種事業として盛り込んでいく。
（10）天皇杯 3 回戦 4 種出労について
・開催日：9 月 18 日(水)kickoff 19:00
・会場：山梨中銀スタジアム
・対戦：ヴァンフォーレ甲府 VS 法政大学
・集合時間 14:00
・出労役員の確認を行った。
石原、神取、小林(志村さん代理)、福田、小林貫太（藤田さん代理）
（11）その他
①納涼会（参加者の確認）
②第 4 回理事会：11 月 15 日（金）午後 7 時～ 押原 2F 会議室
③関東大会の課題についてメールにて石原委員長提出をお願いする。
以上
議事録作成 2019 年 9 月 16 日
署名
峡中地区
広報部確認

