（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会
第３回理事会
〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
令和 4 年 8 月 19 日（金）午後７時～10 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）
（議事録作成：峡東地区 廣瀬）
〈議事〉
司会：（福田副委員長）
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
(２）協議事項
1．第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨県 第 4 回実行運営委員会
2．第 11 回北関東 U-12 サッカー大会について
3．③nanahoCup 山梨県 U-12 サッカー大会総括 (別紙)
4．2022 年度評議員会について (別紙)
5．規約・規程集の改訂について 窪田理事（別紙）
6．JA 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）
7．JFA 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）
8．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）
9．U-12 リーグ入替戦について
10.山梨県 U-10 選抜サッカー大会について（担当：郡内東）
11．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）
12．4 種委員会「女子普及に関するアンケート」集計 (別紙)

13．その他
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
□審判部
□技術部
□キッズ部
□フットサル部
□広報部

・なし

②その他
1．関東委員長会議報告
・第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨の開催可否について
・8 月 6 日(土)関東委員長会議を開催、事前に各都県の判断をいただいた。
・関東 4 種委員会として以下のことを確認した。
①感染対策を徹底して開催する。
②中止(延期)とした場合、開催できる日程及び会場の調整ができない。
③開催決定後も、行政等による制限が発せられた場合は中止の判断をすることある。
２）協議事項
1．第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨県 第 4 回実行委員会
・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
・大会感染対策責任者の決定：三澤理事
2．第 11 回北関東 U-12 サッカー大会について
・開催県より、新型コロナウイルス感染拡大により、開催した場合のリスクを考慮した結
果「延期」と決定、今後の日程は現在未定。
・参加チーム
第 1 代表：プレジール敷島
第 2 代表：FantasistaFC
第 3 代表：FC アルピーノ
第 4 代表：八ヶ岳グランデ FC

第 5 代表：山城サッカースポーツ少年団
3．nanahoCup 山梨県 U-12 サッカー大会総括
4．2022 年度評議員会について

(別紙)

■コロナ過に於いての開催となることを考慮し、出来るだけ短時間で行いたい。
① 2022JFAU-12 サッカーリーグ山梨県

前期表彰

② 第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨 出場報告
・ヴァンフォーレ甲府 U-12
・フォルトゥナー12
・Ｕスポーツクラブ
・地区理事はチームに依頼してください。「2 分程度」
③ 4 種委員会 2022 年度前期事業報告及び後期事業
・内容確認し修正点があれば委員長に連絡する。
④ 4 種委員会規約規程の見直しについて
・理事会でまず役員が内容を精査することが必要
・そのうえでのスケジュールは、
①今回の評議員会において内容を提示し、
②各地区会議等で 12 月 10 日までにご意見等いただく、
③1 月理事会にて精査、2023 年度定期総会で承認を得る。
⑤ その他
・U-12 リーグについて 確認・連絡事項
・研修：JFA スモールサイドゲーム ＜JFA 担当者＞
・JFA 第 46 回全日本 U-12 サッカー選手権大会山梨県大会について（抽選）
・2023 全農杯山梨県大会について（抽選）
・内藤ハウスカップ U-10 サッカー大会について(抽選)
・その他
5．規約・規程集の改訂について 窪田理事（別紙）
・評議員会への提案
・理事会でまず役員が内容を精査することが必要
・そのうえでのスケジュールは、今回は内容を提示し、
各地区会議等で 12 月 10 日までにご意見等いただく、1 月理事会にて精査、2023 年度定
期総会で承認を得る。

6．JA 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）
7．JFA 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）
・会場について 1 日目 韮崎市営 G 追加 3.4 日目長坂総合 G に決定。
・シードチームが、3 回戦より参加するトーナメント方式に決定した。
8．第 4 回内藤ハウスＵ-10 サッカー大会について （別紙 担当：郡内南）
【予選リーグ分けについて】
・既に U-10 リーグも行われており、試合数は確保されていることもあり、参加希望が５
６チームと丁度４の倍数となったため、４チームのリーグ戦とする。
・１４パートとなるため、残りの２チームはナナホカップと同様ワイルドカードでの選出
としました。
【予選リーグのシードについて】
・U-10 リーグの結果によるシードも検討しましたが、U-10 リーグの結果を反映してしま
うとリーグにおいて勝利が目的となってしまうことを懸念し、採用をしていません。
・要項どうりで開催する。
9．U-12 リーグについて (別紙)
①リーグ戦結果及びフェアプレー賞
・なでしこリーグを除く各グループ 1 位に盾
・フェアプレー賞に盾
・表彰は 9 月 10 日(土)評議員会で行う
②入替戦について
・9 月 14 日(日)日世南アルプススタジアム 会場運営 中込・戸田
・9 月 11 日(日)小瀬補助競技場 会場運営 中込・近藤・三科・窪田・三澤
10. 山梨県 U-10 選抜サッカー大会について（担当：郡内東）
・抽選は、評議委員会の時に行う。
・大会参加費は徴収しない。各チームから参加費を徴収する予定でしたが、今季は予算
が組んであるためなくなりました。（理事会後決定につき付記）
11．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）
・10 月 29 日（土）開催予定
・押原公園人工芝 G
12．4 種委員会「女子普及に関するアンケート」集計

(別紙)

13．その他
・令和 4 年度山梨県スポーツ協会体育功労受賞者 2 名
(一社)山梨県サッカー協会 石原 幸周様、島口 智行様
石原氏は平成元年より 30 年以上サッカー指導者として地域スポーツに貢献

平成 20 年度より 4 種委員長、平成 28 年度より関東 4 種委員長
令和 4 年より 県協会 専務理事
14．今後の予定
令和 4 年度 4 種委員会評議員会
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)

9 月 10 日

（議事録作成：峡東地区

廣瀬）

