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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〉

令和４年３月１１日（金） １９：００～２２：００

〈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）

◇志村祐理事・会計（甲府）◇鈴木和幸理事（甲府）・広報部長◇野村善仁（甲府）

◇戸田昭人理事（峡中）◇望月一徳理事（峡中）◇廣瀬幸司理事（峡東）◇野口徹理

事（郡東）・フットサル部長◇高根啓介理事（郡南）◇中込和義理事（峡中）◇三澤

純理事（郡東）◆近藤暁理事（郡南）◇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 ◆清水たけ

み女子委員長

〈議事〉

司会：福田副委員長（峡北）

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

  □第 8 回 JC カップ U-11 少年少女サッカー全国大会山梨県予選について

  □2022 年度 D 級ライセンス取得について（D 級 コーチ養成講習会）

  □U-15 女子チームの周知及び新規登録女子チームの案内について

□小学校 1-4 年生のゲーム環境整備～JFA スモールサイドゲームの展開

□2021 年度 4 種優秀選手表彰物について

□NGC 協賛社よりの景品進呈について

３．協議事項

（１）チーム活動の再開について

（２）各地区キッズフェスティバルについて

（３）2022 年度 4 種委員会総会について

（４）2022 年度 4 種委員会事業予定について
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（５）2022 年度役員の分掌について

（６）2022 年度基本方針（案）について

（７）2022 年度理事の職務分掌について

（８）2022 年度理事会議事録作成について

（９）2022 年度 VF 甲府ホームゲーム分担表について

（１０）2022 年度山梨県 U-12 リーグについて

（１１）「関東大会山梨予選」大会要項の確認・シード確認

（１２）今後の予定について

議事経過

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

講習会の開催があるため、確認をお願いします。

□技術部

□キッズ部

  KL 講習を城西高校にて、対策を行ったうえで実施する。

□フットサル部

□広報部

  感染症の影響もあろうかと思うが、継続申請が低調となっている。

②その他

□第 8 回 JC カップ U-11 少年少女サッカー全国大会山梨県予選について

   JC 主催の大会となる。各地区理事は、必要に応じて地区内のチームへ展開をお

願いします。

□2022 年度 D 級ライセンス取得について（D 級 コーチ養成講習会）

   下記のとおり開催を予定している。JFA 選手権でのベンチ入り指導者のライセ

ンス必須があるため、取得をお願いします。

   ①週末 2 日間日中コース：5/7.8、9/3.4、1/14.15
   ②週末 4 日間日中コース：11/12.13.19.20
□U-15 女子チームの周知及び新規登録女子チームの案内について

  USC が女子 U-15 チームを立ち上げる。

□小学校 1-4 年生のゲーム環境整備～JFA スモールサイドゲームの展開

  JFA にて SSG を今後、展開する。YFA においては、現在 U-10L を 8 人制にて

実施しているころから、3 年生以下への展開となろうかと思う。ｘ

□2021 年度 4 種優秀選手表彰物について

  NGC の中止に伴い、NGC 閉会式での表彰ができないため各地区理事から対象

者へ贈呈をお願いします。

□NGC 協賛社よりの景品進呈について

   各チームへ理事は配布をお願いします。

３．協議事項
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（１）チーム活動の再開について

  既に配信のとおり、１４日以降において各地域の状況・保護者との合意の上、

自粛の解除を行う。卒業イベントや新チームへの移行の時期となるための措置で

あるが、依然感染者数も下げ止まりの状況であるため、感染対策を万全の上、活

動を行うように周知をお願いします。

  中高の部活動の自粛期間も終業式までとなったことから、今後も県からの要請

等を注視し、対応を行う。

  Q 卒業を迎える選手たちを対象に数チームでの交流戦の可否の問い合わせが

ある。

  A 4 種委員会としては、通知の内容を要請する。

（２）各地区キッズフェスティバルについて

  2022 年度から従来のキッズフェスティバルから試合形式へ移行していくが、平

日開催の要望が多くある。全地区で一斉に実施することは難しいため、実施地区

について予算を充てるようになる。地区での開催を検討お願いします。

なお、出前フェスについては、2022 年度も継続を予定している。

（３）2022 年度 4 種委員会総会について

  全農杯関東予選の延期日を考慮し、4 月 16 日に日程変更する。

  資料を添付するので内容を確認の上、修正箇所がある場合は石原委員長へ報告

すること。

  2021 年度事業報告及び基本方針の検証については、近藤理事が報告

  関東大会の協賛金（5 千円/チーム）を総会時に依頼を行うため、各地区にて 5
月中には集金及び広告のとりまとめをお願いします。

  関東大会山梨県予選の抽選は、PC 抽選とする。

（４）2022 年度 4 種委員会事業予定について

  2022 年度の 4 種事業については、総会時の展開では遅くなってしますため、事

前に周知お願いします。

（５）2022 年度役員の分掌について

  リスペクト・ウェルフェア推進については、福田副委員長が主・高根理事が副

とする。

  リーグ運営委員会の副委員長に中込理事とする。

  事業運営部・キッズ部の副部長の選出及び報告を行うこと。

  感染症対策について、各地区責任者を明記する。（望月理事、廣瀬理事、野口

理事、高根理事、野村理事、窪田理事）

  規約規定の改定について、主：窪田理事、副：野村理事・近藤理事とする。

（６）2022 年度基本方針（案）について

   新たなリーグへの移行については、R5 年度から完全実施の旨を記載。

   4 種リーグ運営委員会の設立については、削除。

   フェアプレーの推進について、リーグ戦におけるフェアプレー賞が形式的な

ものとなっている。グリーンカードの運用について積極的な活用を促すこと。

（リーグ戦や 3 日目・最終日についても審判委員会の委員についても周知・活

用をお願いする。）
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   関東大会における審判員について、YFA のみでの人員確保が難しい面もある

ことから、各 FA から 4 名ずつ派遣をお願いする。8FA×4 名＝32 名。今後、

宿泊費の負担等の調整を行う。GW 中に関東委員長会議に関東大会の協議とな

る。

（７）2022 年度理事の職務分掌について

   JFA 選手権と内藤 HC の時期が重なっているため、職務分掌の変更を行う。

   関東大会【峡中】、U-10 選抜・U-12 選抜【郡東】、JFA 選手権【甲府】

   JA 全農杯【峡北】、内藤 HC【郡南】、NGC【峡東】

（８）2022 年度理事会議事録作成について

   ①峡中→②甲府→③峡東→④郡東→⑤郡南→⑥峡北→⑦峡中

（９）2022 年度 VF 甲府ホームゲーム分担表について

   協力お願いします。（4/3.7/2.9/14（J リーグ）、天皇杯（6/1.以降未定））

（１０）2022 年度山梨県 U-12 リーグについて

   3 月中のリーグ実施は開催困難となる。2022 年度のリーグについて、U-10L
については、全県から地域を考慮してのグループ分けを予定。U12L の G グル

ープについては、2021U11L の G グループ 21 チーム及び G グループ希望の内

U11L の P グループ上位 3 チームの 30 チーム（10 チーム×3 グループ）で調

整を行う。

   3 月 20 日までにグループ分けを行い、リーグ会議を 3 月 23 日の夜に実施予

定とする。

（１１）「関東大会山梨予選」大会要項の確認・シード確認

   要項訂正の上、YBS へ確認を依頼する。参加チームを各地区理事はとりまと

めの上、中込理事に報告。

シードについては、U11L が完全実施できなかったことから、全農杯ベスト

８チームのみシードとし、その他はフリーとする。

   チーム数が減少しているため、上位 2 チーム（16 グループ）のみではなく、

ワイルドカードの採用（予選 2 日目への考慮）も視野に組み合わせを作成す

る。（参加チーム数を確定後）

   試合時間等については、上位大会と合わせて作成となる。

   チャレンジトーナメントの日程については、運営人数の確保もあることから

本選とずらしての開催とする。

  甲府地区の担当理事を野村理事に変更。

コロナの影響を考慮し、関東大会等の実施可否については、宿泊のキャンセ

ル料等も考慮する必要がある。

   Q 関東大会へ複数チームのエントリーは？

   A 各 FA においても複数エントリーは不可のため、YFA としても不可。チ

ャレンジトーナメントは可。

   Q 運営費のみでは施設利用料が不足するため、参加チームからの徴収は可

能か？

   A 大会ごとの収支を確認の上、会計と要相談。

   Q 要項が各大会により千差万別であるため、統一した型にしたほうが良い

のでは？
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   A JFA 選手権の要項をベースに年度内に統一する。（窪田理事対応）

（１２）今後の予定について

    指導者登録申請書・評議員名簿を 3/17 までに石原委員長に提出

    関東大会の開催に向け、2022 年度第 1 回理事会において、実行委員会の立ち

上げを行う。また、前回理事会において承認のとおり、石原委員長をオブザー

バーに迎え、準備を進めていくので各理事・各専門部はよろしくお願いしま

す。

議事録作成 令和 4 年 9 月 13 日

署名  窪田 圭司

広報部確認


