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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〉
２０１９年 11 月 15 日（金） 午後７時～９時 10 分
〈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第 4 回関東委員長会議報告
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）JA 全農杯山梨県大会について
（３）山梨県選抜少年サッカー大会について（要項・抽選・別紙）
（４）ニッサングリーンカップ(要項・シード他・別紙)
（５）全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会各賞選考について（別紙）
（６）JFA 裁定委員会の決定事項及び経過について(別紙)
（７）JFA 各種見直し事項について(別紙)
（８）U-12 年代女子のゲーム環境見直しについて(別紙)
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（９）JA 全農杯関 in 山梨県について(別紙)
（10）U-12 リーグレギュレーション検討ワーキング経過報告及び今後の予定
（11）理事会予定について
（12）2020 年度山梨県サッカー協会功労者表彰について
（13）その他
議事経過
１．委員長挨拶
・インフルエンザの流行が早まっているが年間残り事業について健康に気を付けて活動
をお願いする。
２．報告事項
①専門部報告
□事業運営部・なし
□審判部・なし
□技術部
・女子関東トレーニングキャンプに 2 名参加が決定した。
・県トレ女子開催は 11 月 23 日（土）12 月 8 日（日）。
・12 月 14 日エコパスタジアムで開催の静岡サッカー協会記念事業にＵ-12 男子が参加
する。
□広報部・なし
□キッズ部
・11 月 30 日～12 月 1 日キッズ関東ミーティングが開催される。前日からＵ-9 フェス
ティバル参加の 30 名と女子 7 名がアカデミーキャンプに参加する選手を対象とした
バリアフリースポーツフェスティバルを実施しながら関東の委員さんに視察してい
ただく内容となっている。
②第 4 回関東委員長会議報告（委員長）
1．関東少年サッカー大会組合せが決定
Ａブロック：千葉① 群馬① 神奈川② 青森県
Ｂブロック：東京① 山梨② 秋田県 長野県
Ｃブロック：山梨① 栃木② 茨城② 宮城県
Ｄブロック：神奈川① 千葉② 埼玉② 山形県
Ｅブロック：埼玉① 東京② 福島県 新潟県
Ｆブロック：栃木① 茨城① 群馬② 岩手県
③2019 ＹＦＡ種別間（3 種・4 種）交流事業実施について‐別紙（委員長）
・2019 年度先行し甲府地区を対象に実施することになった。2020 年度より県内 6 地区に
て実施する。
・本事業についてＹＦＡ技術委員長名で各種別委員長及び技術委員長宛て送付した。
・期間：2019 年 12 月 21 日（土）～2020 年 3 月 14 日（土）月 1 度のペース
①12 月 21 日（土）②1 月 18 日（土）③2 月 15 日（土）④3 月 14 日（土）
全て、押原公園人工芝Ｇで実施。
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・対象：2019 年度甲府地区を対象
・Ｕ－12 は甲府トレセングループＣの選手とそれ以外の選手（女子含む）
・Ｕ－13 は、中体連トレセン及びクラブトレセンに入っていない選手が対象
・各種別 25 名程度
・申し込みはＦＡＸにて 12 月 10 日（火）迄
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）JA 全農杯山梨県大会について‐峡北地区（確認）
・最終日：12 月 15 日（日）農村公園
・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～
・予選会場確保済：12 月 7 日（土）小瀬補助競技場
□ＧＫがケガの場合の交代選手の背番号についての問い合わせについて
※背番号は大会初日以降変更することが出来ません、チームは万が一を想定し背番号
を記載できるゼッケンを準備しておく等の対応をしていただくことが良いのでは。
・来年度の日程及び競技方法の確認
※予選 10 月 24 日（土）、10 月 30 日（土）、決勝 12 月 6 日（日）の 3 日間を予定し
参加チーム数にもよるが、8 チームによる決勝トーナメント想定した組合せと日程に
なる。
（３）山梨県選抜少年サッカー大会について‐郡東地区（要項・抽選・別紙）
・メンバーチェックを試合 15 分前実施と明確にするため大会要項に赤字追記した。
・昨年監督会議で、出場選手の登録人数について、当日のけが等を考慮し試合登録 16 名
以外の大会登録選手からも可能との変更を行った。当日監督会議でレギュレーション
変更することは慎重な判断が必要との総括。再度理事会で協議してほしい。
※大会登録人数は 20 名以内とする。（選抜大会であり、ある程度の上限が必要）
※試合登録メンバーは 16 名とする。
※怪我により出場できない選手が発生した場合は、16 名以外の大会登録メンバーから補
充することができる。
（４）ニッサングリーンカップ-峡東地区（要項・シード他・別紙)
・2019 年度より 8 人制へ移行し実施する。
・大会要項と会場確保の確認を行った。
2 月 2 日（日）小瀬球技場・小瀬補助競技場
2 月 9 日（日）小瀬球技場・小瀬補助競技場
2 月 15 日（土）中央市農村公園（決勝トーナメント）
2 月 16 日（日）押原公園天然芝Ｇ（最終日・閉会式）
3 月 7 日（土）押原公園天然芝Ｇ（予備日）
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・運営担当、1 日目、2 日目は各会場責任チームが担当する。3 日目決勝トーナメント及
び最終日は役員及び事業運営部が担当する。
・交代手続きについて、要項に追加する。
・各地区の参加チームを 12 月 1 日（日）までに担当地区理事に報告する。また、番号及
び会場責任チームの報告は 12 月 15 日（日）までに報告する。
（５）全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会及び各賞選考について‐（委員長・別紙）
■大会 3 日目について
・11 月 17 日（日）ベスト 8
・中央市農村公園 集合：7 時 30 分、第 1 試合 9 時 30 分～
・出労確認を行った 役員・事業運営部 6 名・審判部 4 名（報告期限は 11／13）
・日清オイリオ様より「エナジーサポート弁当」が 8 チームの選手とチーム役員に提供
されます。当日数量を確認して配布します。
・大会バナー掲出準備について確認した。
■最終日について
・11 月 24 日（日）
・押原公園天然芝Ｇ 集合：7 時 45 分
・3 位決定戦：9 時 30～ 決勝戦：10:30～ 閉会式：11:30
※全日本バナー（横断幕）の用意、来賓駐車場確保（5 台位）
※読売新聞社、社旗は県協会事務所へ届く（望月理事対応）
・出労確認 役員・事業運営部・審判部（報告期限 11／19）
■山梨県大会各賞選考について
・選考対象チーム（ベスト 8） ①ＶＦ甲府Ｕ-12 ②甲府西Ｊｒ ③Ｕスポーツクラブ
④玉諸 SSS ⑤中道セレソン SS ⑥フォルトゥナ U-12 ⑦エルドラード FC ⑧JFC 白根
※フェアプレー賞（山梨県サッカー協会）
※努力賞（ＹＫＫ）
※敢闘賞（山梨県サッカー協会 4 種委員会）
※グッドマナー賞（花王）
□選考委員：風間副委員長、内田副委員長、西島理事
（６）JFA 裁定委員会の決定事項及び経過について(委員長・峡中地区理事・別紙)
・担当地区理事による対応について経過が報告された。
（７）JFA 各種見直し事項について(委員長・別紙)
■ユニホーム等の運用緩和について
・JFA は指導者、保護者からの意見グラスルーツアンケートを通じて 4 種年代の環境を
整える必要があるとして、JFA のみならず都道府県が主催競技会においてユニホーム
の適用緩和を行うため、8 人制サッカー競技規則の変更・追加を行い、対象大会及び
カテゴリーに対して緩和項目適用時期等を決定後、都道府県・地域 FA・登録チームに
対して通達文書を発信するとしている。
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・緩和項目①アンダーシャツ ②ソックステープ ③フィールドプレーヤユニフォー
ム ④選手番号 及び 8 人制サッカーにおける解釈の補足
・適応時期：2020 年 4 月を予定
■U-12 年代（女子）のゲーム環境の見直しについて（4 種大会部会）
※協議事項（８）に記載しています。
■8 人制サッカー競技規則の改正案（JFA 審判委員会）
～2019／20 サッカー競技規則改正に伴った改正案～
①ゴールキーパーの交代手続き 補足：フィールドプレーヤーの交代
②ゴールキーパーとフィールドプレーヤーの入れ替え
③U－12 に関わらず「8 人制で行われる競技会に適用される競技規則」という表現に変
更する。
※下記見直し決定後は 4 種委員会として各大会への反映の仕方や、全チームへの周知ま
たは浸透に向けて、内容を精査して対応していく必要が有る。

（８）U-12 年代女子のゲーム環境見直しについて(委員長・別紙)
・今回の改革案の骨子は普及と育成、２つの機能を分けること。
■「普及」については、単独合同チームの地域大会（ＪＦＡ主催）の新設
・４種事業として、技術（４種）と女子が連携すること
・４種カレンダー（スケジュール）
・山梨ではなでしこリーグとして継続していく。
■「育成」現行のガールズエイトをトレセンプログラムに変更
・ＪＦＡ主催事業＆ダウンサイズ
■関東 4 種委員会女子部（仮称）の設置について、今期中に各 FA より担当者を選定し部
会を開催する。
・担当者の選定基準は、女性・普及コーディネーター・U-12 年代に関わりの方。山梨で
は 1 月中に基準を満たす方について人選を行っている
・2 月開催のガールズエイトにて 4 種女子担当との意見交換を開催する。
※山梨県 4 種委員会の位置づけについては今後検討していく。理事会への出席につい
ては当面は重要な案件がある場合来ていただくことを考えている。
（９）JA 全農杯全国小学生選抜サッカーin 関東 山梨県開催について(委員長・別紙)
・別紙：①各部門役務内容 ②開催要項 ③競技規則 ④確認事項 ⑤競技運営上の注
意 ⑥メンバー表 ⑦チーム紹介 ⑧運営スケジュール ⑨会場物品について ⑩試
合スケジュール ⑪押原会場案内 ⑫個人情報及び肖像権に関する同意書
※別紙によりそれぞれ各部門が検討していってほしい。
※但し、開催要項は関東委員長会議で承認済となっている。
※1 日目のタイムスケジュールについて、開会式～試合開始～6 試合の流れを見ながら
試合開始時刻等の確認と必要が有れば変更も検討してほしい。
※開会式に「雨天の場合」はある程度のキャパが確保できる体育館を押さえたい。前
回大会の反省より。
※式典に関しては次第があるので 1 月に提出する。
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※大会運営は、役員 19 名、事業運営部 11 名の 30 名で行う。
※レセプションは関東協会役員、JA、日刊、県協会役員で行い、チームは参加しない
※チームテント（各チーム１）は業者に依頼する。
※駐車場について、西条小及び体育館 P を使用可能か確認する（望月理事）
※駐車場整理は警備員を配置したい。
※参加全チームが決定するのは毎年 2 月中旬となる。
※各部門は次回 1 月理事会で提案をお願いする。
（10）U-12 リーグレギュレーション検討ワーキング経過報告及び今後の予定
（風間副委員長・別紙）
・各地区よりメンバーを推薦していただき、11 月 5 日と 13 日の 2 回ワーキングを開始
した。11 月 5 回を予定している。1～2 回ではレギュレーション策定の方向性を確認し
U－12 リーグのグループ・レベル分けの提案をいただき検討している。活発な意見交
換が出来ている。次回 19 日にまとめをしたい。
・検討委員会の U－12 リーグ U－11 リーグのステップアップがどのようにしたら一貫し
た育成にとなるかイメージを共有しながら策定を進めている。
・レギュレーションの細部は現在のものを加工していくことになるが、12 月中にはリー
グの全体像を示すようにしたい。
・U－10 リーグは試合環境を提供していく場と位置づけ、U－11 をスタートさせる方法と
来年度の U－12 リーグの結果を U－11 リーグに反映させつつ翌年の U－12 につなげて
いくことを考えている。
□U－12 リーグレギュレーション検討ワーキングメンバー
風間斉理事 福田和久理事 鈴木和幸理事 望月一徳理事 奥山強（甲府：玉諸）
阿佐美宗平（峡中：フォルトゥナ） 中込和義（峡中：白根） 浅川俊夫（峡北：北
杜） 雨宮剛史（峡東：エルドラード） 三澤純、大戸淳（郡東：エスヴィエント）
大森充（郡南：パルティーレ） 大宮智（郡南：VC ひがし） 石原幸周（observer）
（11）今後の予定について
・第 5 回理事会 2020 年 1 月 10 日（金）
・第 6 回理事会 2020 年 2 月 7 日（金）
・第 7 回理事会 2020 年 3 月 6 日（金）
※会場はいずれも県協会 2 階会議室、時間は午後 7 時～9 時予定
・4 種定期総会：2020 年 4 月 4 日（土）午後 2 時～ 甲府市総合市民会館（決）
※2020 年度は改選年となる。各地区は早めの対応をお願いする。
（12）2020 年度山梨県サッカー協会功労者表彰について
・各地区 1 名の推薦を受付します。表彰規程を遵守した推薦を 12 月中にお願いする。提
出に使用する書類は後日地区理事宛て送付します。尚、対象となる方がいない地区は
次年度としてください、毎年の推薦は必須では有りません。
※功労者表彰対象者として石原委員長を推薦する提案があり出席者の賛同を得て理事会
として承認した。
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（13）その他
1．2020 年度 4 種事業担当理事の職務分掌について下記の通り確認した。（委員長）
①関東予選（峡中理事） ②Ｕ－10 選抜（郡南理事） ③全日Ｕ－12 選手権（甲府）
④内藤ハウスカップ（甲府） ⑤ＪＡ全農杯（峡北） ⑥選抜大会（郡東）
⑦ニッサングリーンカップ（峡東）
2-①大会 3 日目の準決勝審判について（審判部）
・ニッサン大会準々決勝主審・4 審、準決勝 2 試合の 4 名を審判部が担当している
が、審判員の不足により対応が困難となっている。準決勝においても準々決勝同様
にチーム帯同審判員に副審 2 名をお願いしたい。
※状況により致し方ない場合もあるが、チーム帯同を依頼する場合も少なくとも 1 週
間ほど前に依頼をしてほしい。
2-② ①に関連して 4 種大会全て一人審判制採用を検討してほしい（審判部）
神奈川県・千葉県についで一人審判を採用していきたいと考えている。各県の事情も
あり埼玉県では採用できないとしている。8 人制に移行後も主審・副審 2 名・第 4 の
審判員の 4 名で審判を行っているが大会 3 日目以降の審判部担当試合においても人員
の配置が厳しい状況もあるが、関東など上位大会への審判派遣を実現するため、一人
審判制の技術向上を図ること、またユース審判の育成も積極的に行っていきたいと考
えている。
2020 年度より全ての 8 人制大会において一人審判制とすることについて検討をお願い
したい。
※これまで関東予選や全日本予選、ニッサン大会等ではトーナメント方式や上位大会
に通ずる大会としての位置づけを考慮し、またチーム帯同審判が担当することで習熟
度に違いがあることなどを懸念する意見が多く、4 人審判を続けてきた経緯がある。
一人審判の導入については地区及び各チーム等の意見を聞く必要が有るので、地区理
事は意見収集を行ったうえで今後の理事会において検討することとする。
3．押原公園天然芝Ｇスプリンクラー工事にともなうグラウンド傷について（望月理事）
工事は終了しているがスプリンクラー埋め込み跡に若干くぼみがある。施設として対
応しているので、全日決勝戦に差し支えることは無いと考えるがご承知おきいただき
たい。
※議事経過について担当者到着状況により記載と順番が異なる部分があります。
以上
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署名 鈴木和幸（甲府地区）
広報部確認

