
（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会
第４回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

令和 4年 11月 11 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 U-12 女子担当

（◇◆出欠）

〈議事〉

司会： 福田和久副委員長

１ 委員長挨拶

● これから主催大会が多く開催される中で新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にある

のでの４種委員会ガイドラインに則ってしっかり感染対策をして大会を実施していきまし

ょう。

(１）報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

● 更新講習会が始まっていますので日程を確認し受講をお願いいたします。

□技術部

● １２月３日、４日にナショナルトレセン開催

□キッズ部

● １２日のやまなしＵ-９フェスティバルと内藤ハウスカップの日程が重なっているが

参加人数を少なめの人数で開催。セレクトの人数、Ｕ-１０スタッフ３名と少なめ予定。

● キッズリーダー講習会を令和５年１月２１日に開催予定。

□フットサル部

□広報部

②その他

1．関東委員長会議報告



①複数の FAから暴力等の案件が発生している。

②JFA第 46 回全日本 U-12 サッカー選手権大会都県大会について

・10月第 4週～開幕 11 月 27日までに 8都県代表決定

● 大会要項の通り開催する。

③CHALLENGCUP について・・（別紙）

全日本 U-12 サッカー選手権予選優勝チームを除く、関東 1 都 7 県の 32 チームが参加して

行われる。参加チームは、1 都 7 県の準優勝・第 3 位・第 4 位及び、ベスト 8 の中からベ

スト 8 で優勝チームに敗れたチームとすることとし、出場できないチームがある場合は各

都県の推薦により出場権を得る。

・開催日時 「第 1日」2022 年 12 月 25 日(日)

「第 2日」2022 年 12 月 26 日(月)

「第 3日」2022 年 12 月 27 日(火）

・会場 コーエイ前橋フットボールセンター いせさき市民の森 他

④JFAU-12 ガールズゲーム 2022 関東 in 千葉について

・大会要項 (別紙)

● 大会要項の見直しを検討

・参加チーム：東京 4、埼玉 4、千葉 4、神奈川 4、栃木 2、茨城 2、群馬 2、山梨 2

  各地区より推薦された 24チーム

・2023 年 1 月 28 日(土)・29 日(日) 会場：フクダ電子スクエア

・運営担当者各都県より 2名の派遣依頼（費用は各 FA負担となる）

⑤第 33回関東選抜 U-12 サッカー大会(群馬)について

開催要項、競技規則、確認事項、組合せ…

・大会参加申し込み 1月 31日迄

・大会参加費：関東チーム 20,000-円(大会初日) 推薦チーム 30,000 円

・関東各都県から選抜された16チーム及び関東サッカー協会第4種委員会が推薦した8

チーム：青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、長野県、新潟県の各県

⑥JA全農杯全国小学生選抜サッカーin関東(栃木)について

・2023 年 3 月 18 日(土)・19 日(日)

・佐野市運動公園陸上競技場、第 1・第 2 多目的球技場(人工芝)

・各都県より推薦された 16チーム

・抽選：Ａ栃木 Ｂ千葉 Ｃ神奈川 Ｄ茨城 Ｅ山梨 Ｆ東京 Ｇ埼玉 Ｈ群馬

⑦フジパン CUP 関東 U-12 サッカー大会について

・2023 年以降の運営について

・9/30 に東京 FA6 名、山梨 3名で打合せ実施 (別紙)

・東京 FAが持ち帰り検討し、改めて 2回目の打合せを行う。

※審判手当等について 5,000 円／1日 運営予算より支出

※割当ては、事前に行うこととするが、関東 4種審判部で調整すること。



※次回以降の関東 4種委員長会議に関東 4 種審判部長の出席依頼。

⑧2023 年度関東 4種委員会事業予定について(YFA4 種カレンダーに記載済)

⑨次回 関東委員長会議 1月 14日(土)山梨開催

会場「石和スコレーセンター」会場確保

● １４：００～２時間程度確保

⑩びわこなでしこサッカー大会

・関東 4種として推薦チームを出すことは行わない。

・2023 年 2月 18 日・19日 滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン新設

(２）協議事項

①報告事項

1. 第 8回 U-10 選抜大会総括

「案」登録選手の出場機会 18 名以上～20 以内＝1 試合で出場しない選手がないように、 前

後半総入れ替え⇒3 ピリオドにしてエントリー選手全員が出場機会を得るようにしてはどう

か

● 来年度の検討課題とする。

2. 第 2回なでしこカップ大会総括

● リーグ戦良かったのだが開催してみると内容を盛り込みしすぎてかなり過密スケジ

ュールになってしまった。もう少し無理のない計画で行いたい。

3. 全農杯最終日について

● １２月３日(土)最終日 小瀬補助競技場

4. 内藤ハウスＣＵＰについて

● 会場変更、コロナ感染対策の再確認。

● １１月１２日順位が決定し、16チームでのトーナメントとなる。

● 大会 3 日目は①長坂総合 G と②日世南アルプスの 2 会場となるので、役員・事業運

営部の割り振りを行う。

● 新型コロナウイルス感染が拡大した場合は観戦者の人数制限を行う。

5. ＪＦＡＵ-12サッカー選手権大会

● 各会場ごとの確認内容（選手証、審判証、指導者証）を統一する様に運営責任チー

ムにお願いをする。

● ＪＦＡのＨＰは更新が遅れているのでＹＦＡ４種ブログで確認してほしい。

6. 第 46 回山梨県選抜 U-12 サッカー大会・・（別紙）

要項確認 (抽選含む)（別紙確認）

・4人制審判の見直しについて

● 今年度より２人審判法（主審・予備審）で行うこととする。

● １１月２０日までにエントリー票及びチーム写真を提出（委員長宛）

7. 各大会最終日 役員出労出欠確認・・(別紙)

・現在わかる範囲で確認を行った。

8. ニッサンサッカーグリーンカップについて



● 参加希望チームを１２月１日までに確認

● 会場確保については 12月 20 日までに報告する。担当地区の協力をお願いする。

● 1日目、2日目小瀬補助・球技場を確保してほしい。

● 参加チーム数を確認して予選リーグのレギュレーション等を決める。

● チャレンジマッチについては行わない。

天候に左右されやすく、降雪荒天時のフローを作成するなどまずは本大会を実施するこ

とに専念する。2月の短期間での実施となり運営が難しいことなど課題も多い。

9. 規約・規程集の改訂について

● 年内に意見をまとめて集約する

● 各地区会議等で確認しご意見等あれば 12月中頃までにあげてほしい。

10. 令和 4年度ＹＦＡ協会表彰

・山梨県サッカー協会功労賞・特別功労賞および優秀選手表彰者の選出依頼 (別紙)

≪該当者選出について≫

提出期日：令和４年１２月２６日（月）4種取りまとめ 12月 20 日迄

①山梨県サッカー協会功労賞 （推薦）

  峡北：      峡中：       

甲府：藤巻郁夫（甲府西 Jr 指導歴 35年） 峡東：

郡東：      郡南：       

②優秀選手表彰者（2種～各種別委員会）

11. 2023 年度 4種カレンダーについて(別紙)

12. その他

①ＹＦＡエンジョイサッカースクールについて

小中高の進学切り替え時に活かせるエンジョイサッカースクールのお知らせです。

対象：小学 6年生＆中学 1年生  中学 3年生＆高校 1年生

スポーツ少年団・クラブ・部活動に参加している方 初心者の方 女子の参加も大歓迎で

す。

トレセンに選ばれていない選手が対象となります。

無料、11月～3月の期間に県内各地で複数回開催されます。

会場はどこでも何回でも参加できます 随時募集中

持ち物は、ボール・サッカー用具・着替え・飲み物

スタートは 11/13(日)郡東地区より！

YFA アカデミー エンジョイサッカースクールのお知らせ（QR コードより申し込みができ

ます）

スクール開催スケジュール（郵送・FAXでも申し込み可能です）

指導：保坂不二夫氏 JFA公認 S級ライセンス・YFA ユースダイレクター県 FAコーチ

② 3県合同退任者送別会について

開催予定日：2023 年 1 月 14 日(土) 午後 6 時～

■出席者確認 山梨県役員

場所：フルーツパーク富士屋ホテル（山梨県山梨市曽原 1388 TEL0553-22-8811）

退任者：牛久保敏之氏（群馬 FA4 種委員長）、東島雅之氏（埼玉 FA4 種委員長）

石原幸周氏（関東 4種委員長・山梨 FA委員長）



※宿泊：スパランドホテル内藤（ホテル ⇔ フルーツパーク送迎含む）

今後の予定

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１１月１８日

議事録作成：氏名 野口 徹

三澤 純

広報部 鈴木 和幸


