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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〉

２０２０年３月６日（金） 午後７時～９時２０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

◆野口徹フットサル部長

新役員：◇中込和義理事（峡中）◇三澤純理事（郡東）◆野口徹理事（郡東）◆高根啓

介理事（郡南）◇近藤暁理事（郡南）

〈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

３．協議事項

（１）ユニフォーム等の運用緩和について (別紙)

（２）ニッサングリーンカップ大会総括について（別紙）

（３）2020 年度定期総会及び総会資料の細部について（別紙）

（４）2020 年度理事の職務分掌について

（５）2020 年度理事会議事録作成について

（６）2020 年度 4種委員会予定について (別紙)
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（７）ＪＡ全農杯関東 in 山梨について (別紙)

（８）関東大会山梨県予選大会要項の確認・シード確認 (別紙)

（９）今後の予定について

（10）ヴァンクラブ「レギュラー会員」入会について

（11）2020 年ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（別紙）

（12）その他

議事経過

１．委員長挨拶

・新型コロナウイルス感染症が発生し大会中止や延期等の対応が続いている。関東大会

の会場等確保が出来延期することが出来た。全国大会につながる大会でもあり、何と

か関東の代表チームを送り出すことが出来るよう努力したい。

・状況により適切に対応し乗り越えていけるよう力を合わせていきましょう。

２．報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

・2020 年度サッカー審判員新規取得講習を実施している。多くの方に目指していただ

きたい。

□技術部

□広報部

・2020 年度継続申請がスタートしている。

□キッズ部

・2019 年度の事業が終了した。

□フットサル部

・新型コロナの影響で延期した事業があった。

②その他

３．協議事項

（１）ユニフォーム等の運用緩和について (委員長・別紙)

・ユニフォーム等の運用緩和に関する関東 4種委員会の緩和処置について、関東 4種委

員会では、一部見直し全ての事業に適用することとした。

・運用緩和措置については競技規則の変更ではなく、大会ごとに開催要項に明記するこ

とになる。

・山梨県 4種委員会に於いては、上位大会につながる大会やカップ戦において関東 4種

委員会に準じた運用緩和措置を行うこととする。

ソックステープ 色は問わない。チーム内で同色とする。

アンダーシャッツ 色は問わない。チーム内で同色とする。

ユニフォーム 正副２色で明確に区別できるもの。

デザイン。ロゴ等の相違は可。主たる色が同系色であるものは着用可。

ビブスは不可。

ＧＫのショーツ・ソックスはＦＰと同色可。
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・但し、山梨県 U－12 リーグにおいては、JFA 運予緩和を全体的に適用する場合の指針

に沿った内容とし、レギュレーションに明記する。

（２）ニッサングリーンカップ大会総括について（峡東地区理事）

・特に大きな問題はなかった。

・開催時期についてインフルエンザの流行期なので見直しの要望があった。

・他の試合日程、山日放送の予定から日程変更は厳しいが、開催時期ついてはこれまで

も課題として認識している、今後も要検討事項する。

（３）2020 年度定期総会及び総会資料の細部について（別紙）

・期日：2020 年 4 月 11 日（土）ぴゅあ総合・大研修室

※役員は午後 12 時集合 午後 12 時 30 分・受付 午後 1時開式

※受付時、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・その他資料があれば）

■司会：福田副委員長

■議長：郡東地区： 小笠原 一郎氏

■議事 1 2019 年度事業報告及び基本方針の検証 報告者： 望月理事

2 専門部は.2019 年度事業報告及び決算報告 を一括で行う。

（時間短縮）

3 2019 年度決算 報告者：志村会計

4 2020・21 年度役員について 報告者： 石原委員長

5 退任者記念品贈呈及び挨拶

6 2020 年度基本方針（案）及び事業計画（案） 報告者： 廣瀬理事

7 専門部は 2020 年度事業案及び予算案を一括で行う。（時間短縮）

8 2020 年度予算案 報告者：志村会計

9 関東少年サッカー大会 in 山梨の協賛金のお願い

10 JFAU-12 サッカーリーグ 2019 表彰

―休憩（10 分）―

11 関東大会山梨県予選組合せ抽選会 三科事業運営部長

―休憩（10 分）―

12 2020 山梨県リーグ新設の説明

13 U10 リーグ確認

【県協会功労者の定期総会への出席及び挨拶依頼】地区理事は通知する

※3月 27 日の県協会総会へ出席し、受章した場合は伝達のみ。

※県へ出席されない場合、4種総会（表彰・挨拶）への出席依頼を行う。

（４）2020 年度理事の職務分掌について

・組織においてそれぞれの職務が果たすべき責任や職責を果たす上で必要な権限（職

権）を明確にするために、職務ごとの役割を整理・配分します。

・4種事業（大会）における大会責任者の配置及び運営全般を担う。

・各地区理事が担当する大会について

①関東大会【峡中】 ②Ｕ-10 選抜【郡南】 ③全少・④内藤ハウスＣＵＰ【甲府】
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⑤ＪＡ全農杯【峡北】 ⑥選抜【郡東】 ⑦ニッサン【峡東】

・上記 7事業を地区理事が担当し、大会運営を円滑に進める事を目的とする。

・内容（大会要項の作成、会場確保計画、抽選、大会中における全ての対応等）

④、⑤については来年度トーナメント進出チーム数増加のため日程が増加する

（５）2020 年度理事会議事録作成について

・担当地区について決定（理事会議事録）

①峡北 ②峡中 ③甲府 ④峡東 ⑤郡東 ⑥郡南 ⑦峡北

・総会・評議員会は広報部が作成する。

（６）2020 年度 4種委員会予定について (別紙)

別紙について検討し、最終確認後公開する。（現在確認中）

（７）ＪＡ全農杯関東 in 山梨について (別紙)

・新型コロナウイルス感染拡大対応の為延期となった

・開催は 2020 年 4 月 4 日（土）・5日（日）

・4月実施の可否について、3月 26 日に最終決定を行う。

・山梨県 4種全体会議日の変更…3月 28 日（土）18：30～ 押原公園 2Ｆ会議室

・新年度 4月に日程変更となりましたが、運営は 2019 年度の現役員で行います。

※運営役員の出欠状況を確認した。

※各部門の参加人数再確認 → 3月 13 日（金）までに確認の上報告願います。

■事業運営部・4日（土） 名 5日（日） 名

■広報部・4日（土） 名 5日（日） 名

■技術部・4日（土） 名 5日（日） 名

■審判部・4日（土） 名 5日（日） 名

（８）関東大会山梨県予選大会要項の確認・シード確認 (峡中地区)

・昨年と同様で現在立案中（下記昨年要綱抜粋）

①関東大会及び北関東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（山梨県）」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。（ベスト８の対戦相手の順位）

②協賛社は七保様の予定。

③日程について

※予選リーグ①：2020 年 5 月 10 日（日）・開会式：小瀬補助競技場

●16 コート：甲府 5面・峡中 5面・峡東 4面・小瀬補助 2面

※予選リーグ②：2020 年 5 月 17 日（日） 櫛形総合公園 小瀬補助競技場

●16 コート：各グループ内で会場確保する事。※ 会場なし

※決勝トーナメント①：2020 年 6 月 7 日（日）32 チーム

●4コート：※会場なし （各地区で調整）

※決勝トーナメント②：2020 年 6 月 21 日（日）8チーム

●2コート：押原人工芝Ｇ

※3位決定・決勝戦：2020 年 7 月 4 日（土）4チーム
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●1コート：押原天然芝Ｇ

■会場確保は 月 日までに決定し、三科事業運営部長へ報告

■予備日が設けてありませんので、その都度協議することとします。

【会場については現在確定していないので各地区で確保・連絡をお願いします。】

※4月総会時には抽選会を行います。

①要項等の確認、②参加希望チームの集計 ③会場確保等についてはメールにて共有し

準備を進めることとする。

（９）今後の予定について

・2019 年度事業報告及び決算報告並びに 2020 年度事業計画及び予算案、本会計決算及

び予算案の提出は、3月 25 日（水）までにメールで提出をお願いします。

・2020 年度第 1回理事会 5月 1日（金）午後 7時～（押原会議室）

（10）ヴァンクラブ「レギュラー会員」入会について

・前回の理事会で了承して頂いた標記の件、後日資料をメールで地区理事宛に送付各チ

ームに配信する。

・申し込みについてはチームではなくそれぞれの個人で申し込みすることになります。

ただし、種別の集計があるので必ず組織で取りまとめて連絡願います。

・各チームで「入会者数」と「入会方法」を取りまとめ 4月 6日迄に地区理事へ必ず報

告をお願いします。

・入会方法は、①ＷＥＢ入会 ②スタジアムで入会 ③郵送で入会。

※③の郵送で入会される方は、4月 11 日の総会時に振込票（コンビニ支払いなど）を

お渡しします。

（11）2020 年ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（別紙）

【Ｊ2リーグ 】

・別紙分担表を確認した。 ・集合は KICKOFF3 時間 30 分前

①4月 19 日（日）アビスパ福岡 14:00KICKOFF 設営・撤収

②6月 28 日（日）キラヴァンツ北九州 18:00KICKOFF 設営・撤収

③10 月 11 日（日）ジェフユナイテッド千葉 KICKOFF 未定 設営・撤収

・出労日に参加できない場合は、代理人が参加。受付時の氏名は分担した役員の氏名を

受付で伝えること。担当者氏名の変更はしません。

【2020 天皇杯】

・6月 10 日（水）未定

・7月 8日（水）未定

・8月 19 日（水）未定

（12）その他

①リーグ運営委員会設置について（リーグ運営委員長）

・山梨県サッカー協会 4種リーグ運営委員会規約（案）について説明があった。

・委員は 15 名で構成、レギュレーションの作成・改定、内規等の設置・通達、運営上の

審査、通報事案の審査処理などを行う。
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・定期や臨時会議を行い対応する。

②女子アカデミーサッカーチーム創設と募集説明会実施について

・女子選手を 4種から 2種に繋げる様に 3種女子チームの活動案内を行う。

監督 岩崎氏 25 人程を募集目標とする。

・3月 22 日に説明会開催

・現在 3種女子チームのある団体には案内しない。

以上

議事録作成 2020 年 3 月 8 日

担当者 藤田徹（郡内南地区理事）

広報部 鈴木


