（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４年７月１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〉
◇鈴木和幸委員長（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）◇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）
◆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
◇石原幸周委員長（アドバイザー関東大会実行委員会）
（◇◆出欠）
〈議事〉
司会：福田副委員長（峡北）
付議事項
１ 委員長挨拶
(１）報告事項
①専門部報告
②その他
■関東委員長会議報告 6/25
(２）協議事項
①第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨県 第 2 回実行運営委員会
②nanahoCup 山梨県 U-12 サッカー大会（関東大会予選）について(別紙)
③ 2022 年度評議員会について
④『tonan』第 11 回北関東（関東外環）U-12 サッカー大会 inGUNM について
⑤規約・規程集の改訂について 窪田理事（別紙）
⑥マッチウェルフェアオフィサーの配置について (担当理事)
⑦山梨県 U-10 選抜サッカー大会について（担当：郡内東）
⑧第 2 回山梨県 U-12 女子サッカー大会について（U-12 女子担当）
⑨JA 全農杯全国小学生選抜サッカー山梨県予選について（担当：峡北）
⑩JFA 全日本Ｕ-12 サッカー選手権山梨県大会について（担当：甲府）
⑪第 4 回内藤ハウスＵ-10 サッカー大会について（担当：郡内南）
⑫U-12 リーグについて

⑬4 種委員会「女子普及に関するアンケート」依頼について(集計中)
⑭普及育成委員会（グラスルーツ推進）のキッズと連携した取組み
⑮その他
(1) U-11 リーグ参加資格について
(2) 山梨 FA 審判委員会からの要請について（結果）
(3) 2022～23 競技規則改正について
(4) 令和 4 年度(一社)山梨県サッカー協会第 1 回定期総会資料
(5) 2022 年度評議員会について
(6) 第 102 回天皇杯動員について
(7) 今後の予定
議事経過
１ 委員長挨拶
(１）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
・関東 MTM 出場選手の派遣依頼を各チームへ配信するので対応をお願いする。
□キッズ部
・7/24(日)U-8 フェスティバルは延期とし、9/17(土)小瀬補助競技場予定している。
・U-9 サッカーフェスティバルは 11 月の高校サッカー選手権大会時に行う予定。
□フットサル部
・7/9(土)バーモントカップ準決勝・決勝戦は、nanahoCup と重なるため、15 時
KICKOFF とした。
□広報部 ・なし
②その他
(1)関東委員長会議報告 6/25
■U-12 女子事業の今後の方向性について、女子担当合同で協議した。
・①ガールズゲーム（普及）、
・②関東 U-12 女子大会(育成・新設)
・③ガールズエイト JFA 主催事業トレセンプログラム(強化)
今回、①と②について協議を行った。
各都県女子の環境に違いもあり、関東における普及事業については事業形式についても各
意見があることから継続して審議していくこととなった。
同時に行われた女子担当者による検討会議では、方向性としては①と②を平行して開催し
てはどうか。
事業規模、参加チームや人数など検討する必要もあることから今後も各都県委員長と女子
担当で検討していくという報告があった。
山梨県の女子については各都県と現状に大きな違いがある、まずは山梨 FA として普及と

女子選手の増加に向けた取り組みが必須となる。
■第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨の進捗状況について説明を行った。
・関東大会組合せ抽選会を行った。
□群馬県より新規大会の提案（2023 年度より）
①第 1 回ＧＷＵ-12 サッカー交流戦 2023 年 5 月 3 日～5 日 コーエイ前橋他
参加 64 チーム 関東 18、北海道 3、東北 7、北信越 7、中部東海 14、近畿関西 15
対象チーム：各都県チビリン予選上位チーム
②第 1 回サマーフェスティバル U-12 2023 年 8 月 11～13 日
③第 1 回サマーフェスティバルＵ-12part2 2023 年 8 月 14 日～16 日
各都県の関東予選、各都県ベスト 32 以下 4 チーム全 32 チームにより開催。
・全会場天然芝 ・チーム参加料なし 個人参加料 1,000 円

２）協議事項
①第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨県
・コート運営及び駐車場運営担当者の決定
・全体スケジュールの共有

第 2 回実行運営委員会を行います。

②nanahoCup 山梨県 U-12 サッカー大会（関東大会予選）について(別紙)
・最終日 7 月 9 日(土) 長坂総合スポーツ公園 集合 8:00
【確認事項】
・閉会式について (別紙)
・インプレッシブプレーヤー賞について
・マッチウェルフェアオフィサーについて
実施方法について
③ 2022 年度評議員会について
□期日：2022 年 9 月 10 日(土) 午後 2 時～(役員午後 1 時集合)
□会場：未定
・2022 年度前期事業報告及び後期事業確認 他
・JA 全農杯小学生選抜サッカー山梨県予選「抽選会」
・JFA 全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会「抽選会」
・内藤ハウスカップ U-10 サッカー大会「抽選会」
□研修：「JFA スモールサイドゲーム」について
④『tonan』第 11 回北関東（関東外環）U-12 サッカー大会 inGUNM について
・2022 年 8 月 6 日(土)予選リーグ、7 日(日)決勝トーナメント
・伊勢崎市あずまサッカースタジアム(人工芝)、いせさき市民のもり公園他

・関東外環の 3 県と山梨県の各 5 チーム及び、長野県・新潟県の各 2 チーム（前 24 チーム）
で開催。
・nanahoCup 関東大会予選 4 位～8 位の 5 チームが出場
・4 位チーム（3 決：U スポーツ×プレジール敷島）
・5 位～8 位チーム （順位戦：FC アルピーノ、FantasistaFC、山城 SSS、八ヶ岳グラン
デ）
・詳細は各チームにメールで配信
⑤規約・規程集の改訂について
・進捗状況について

窪田理事（別紙）

⑥マッチウェルフェアオフィサーの配置について (福田理事)
・対象大会の設定
全少
・実施方法について
準決勝から実施
（今後リーグ戦でも実施を検討する）
⑦山梨県 U-10 選抜サッカー大会について（担当：郡内東）
⑧第 2 回山梨県 U-12 女子サッカー大会について（U-12 女子担当）
⑨JA 全農杯全国小学生選抜サッカー山梨県予選について（担当：峡北）
⑩JFA 全日本Ｕ-12 サッカー選手権山梨県大会について（担当：甲府）
⑪第 4 回内藤ハウスＵ-10 サッカー大会について（担当：郡内南）
■各大会の参加希望チーム集計期日：8 月 10 日(水)
⑫U-12 リーグについて
・進捗状況について
・グループ研修について
・後期に向けた全体会の実施
・U-12 リーグチーム不着事案について(その後)
（対応経過 再確認する）
⑩4 種委員会「女子普及に関するアンケート」依頼について(集計中)
・4 種委員会全体の課題としチーム数・選手数の減少がありますが、U-12 女子につきまして
も共通することが起こっております。今後の対策を検討するうえで、現状の把握と今後に
向けたアンケートを実施させていただきます。
⑪普及育成委員会（グラスルーツ推進）のキッズと連携した取組み
□2022 年度キッズの取組み共有
・2022 U-6 キッズフェスティバル in ジットスタジアム
・2022 U-8 サッカーフェスティバル

・U-9 チャレンジ普及事業について 4 種とキッズの連携・案 (別紙)
・ＳＳＧ（スモールサイドゲーム）の導入について 4 種との関わりを持ちながら検討してい
きたい。
・様々な要因からサッカー人口の減少が顕著になっている、4 種として地区及びチームが U9 年代の活動を構築し育てていくことによりチーム数や選手数の増加を図る。
⑫その他
(1) 池田 SSS 2023 年度より甲府西 Jr へ参入 U-11 リーグ選手出場について
・池田 SSS の状況＝年々団員数が減少、6 年生＝10 名、5 年生以下＝5 年 4 名、4 年 1 名。
当面甲府西 jr と「合同チーム」として活動する。2023 年度以降は全カテゴリーが甲府
西 jr に登録し活動していく。
・2022 年度の県 4 種大会については以下の通り参加予定。
県 4 種 U-12 大会:5.6 年(池田 SSS で参加 U-12 選手権・ニッサンなど)
U-10 以下大会 4 年生以下:(甲府西 jr で参加)
◆U-11 リーグの 5 年生大会に甲府西 jr との合同チームとして参加させて頂きたいと考え
ておりますが可能でしょうか。
□回答：
リーグ戦参加可能とする。 各チームへの周知をする必要がある。
・他にも同様なチームがあればアナウンスする。
(2) 山梨 FA 審判委員会からの要請について（結果）
(3) 2022～23 競技規則改正について
(4) 令和 4 年度(一社)山梨県サッカー協会第 1 回定期総会資料
（出席チームなしの為 各地区理事は全チームに配布してください）
(5) 2022 年度評議員会について
□期日：2022 年 9 月 10 日(土) 午後 2 時～(役員午後 1 時集合)
□会場：未定
・2022 年度前期事業報告及び後期事業確認 他
・JA 全農杯小学生選抜サッカー山梨県予選「抽選会」
・JFA 全日本 U-12 サッカー選手権山梨県大会「抽選会」
・内藤ハウスカップ U-10 サッカー大会「抽選会」
□研修：「JFA スモールサイドゲーム」について
（ツールの紹介として対応する）
(6) 第 102 回天皇杯動員について
・2 回戦 6/1(水)、3 回戦 6/22（水）4 種担当者 1 名・鈴木が対応いたしました。
・4 回戦 7/13(水) JIT スタジアム 18:00KICKOFF 対サガン鳥栖
・チケットＳＡ指定席 25 枚 （7/7 以降）
(7)今後の予定

第 3 回理事会 8 月 19 日(金) 関東大会実行委員会全体会含む
令和 4 年度 4 種委員会評議員会 9 月 10 日(会場未定＝要会場予約)
第 4 回理事会 11 月 11 日(金)
第 5 回理事会 1 月 13 日(金)
第 6 回理事会 2 月 3 日(金)
第 7 回理事会 3 月 10 日(金)
以上

令和 4 年 7 月 24 日
署名 野村 善仁
鈴木 和幸

