
（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会
第 5回理事会議事録

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

令和 5年 1月 13 日（金）午後７時～9時 30 分

〈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  

（◇◆出欠）

司会：委員長      議事録：郡南地区

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

■1月 7日(土)、8日(日)鹿島ハイツ

ナショナルトレセン関東 選手 6名 指導者：佐野新、石川翔 2名参加

■1月 22 日県トレを開催 U-12 関東選抜最終選考

■1月 28 日、29 日 JFA ガールズエイト千葉市で開催されます。

・広報部 なし

・キッズ部

・フットサル部 なし

② その他報告

⑴ JFA 第 46 回全日本 U-12 サッカー選手権大会

・出場：ヴァンフォーレ甲府 U-12 ベスト 16

・決勝ラウンド 1回戦敗退 1-2 アッズーロ（ベスト 4・滋賀県代表）

・1-2(0-1)(1-1)アッズーロ(滋賀県)、2−0 アバンティ茨木（大阪）、1−0V ファーレン長

崎、1−1 バンディッツいわき（福島） 2勝 1分 Aグループ 1位



・12 月 26 日～29 日 開催地：鹿児島県 鹿児島ふれあいスポーツランド

⑵ 2022CHALLENGCUP(群馬)

・出場：Uスポーツクラブ、プレジール敷島、フォルトゥナ U-12、JFC 竜王

・12 月 26 日～28 日開催地：群馬県・コーエー前橋フットボールセンター

・試合結果・https://yamanashi-4shu.blogspot.com/2022/12/blog-post.html

⑶ ＹＦＡ理事会 令和 4年 12 月 9 日

・第 102 回天皇杯収支報告（2～4回戦 3試合）があった。

・各種別に補助金の配布がある。

・山梨県サッカー協会設立 85 周年記念誌の刊行について趣旨説明があった。

・ＪＦＡ公式アプリ（JFAPassport）  ※全チームにチラシの配布依頼

ニッサン開会式で配布する

選手、指導者、審判員／審判指導者、保護者／ファンサポーター等

登録をしていない方を含むサッカーファミリーのアプリ

チーム紹介や団員募集、指導者スクエアもあるので今後登録してみては。

・47ＦＡ統一した「個人情報保護規則」について

コンプライアンス委員会（CP 委員会）個人情報保護管理責任者：YFA 事務局長

⑷ JFA 社会貢献活動（アスパス！）へのご協力のお願い_FA 展開用（別紙）

・YFA と協働して取り組む内容となっている。

・4種委員会として実施するかどうか理事意見を聞き継続協議する。

⑸ JFA4 種大会部会決議事項（2022/10/25 別紙）

・ライセンスに関する大会部会の情報を共有する。

・主導する関東 4種委員会を通じて今後に活かしていく。

⑹ JFA ガールズゲームについて

・1月 28 日(土)、29 日(日) 千葉市フクダ電子アリーナ

・参加チーム、①FC ふじざくら山梨が 10 名で参加予定している。②フォルトゥナ

VogelU-12

・出場できるチームが少ないが、JFA 主催、女子の普及とプレー環境の充実を図る、関東

親睦を含めた大会であり、合同チームも認めている（トレセンチームは認めない）こと

から U-12 なでしこリーグに参加しているチームに出場依頼している。所属チームの理

解を得るため地区理事を通じてチーム代表者にご理解をいただいた。

(２）協議事項

① 内藤ハウスＣＵＰ総括（別紙）

・別紙の通り報告された。

② ＪＦＡＵ-12 サッカー選手権大会山梨県大会総括（別紙）

・別紙の通り報告された。



③ ＪＡ全農杯山梨県予選総括（別紙）

・別紙の通り報告された。

・各グループで勝手に日程変更は行わないように、少なくとも主管している 4種委員会が

把握していない状況での変更は認められない。

④ 山梨県Ｕ-12 選抜サッカー大会総括（別紙）

・別紙の通り報告された。

■4種大会総括全体について課題が提出された。(継続審議)

・4種の大会が負担になっている問う意見があることについて、年間を通じた 4種主管大

会についてスケジュールを見直す必要があるのではないか。

・大会形式を変更して負担を軽減してはどうか？

・4種主管大会だけでなく、地域大会等があり過密という状況もあるが大会出場の選択権

はチームにある事を確認する。

・会場費（特に天然芝・人工芝 G確保）の負担について、特に 1・2回戦から芝グラウン

ドを使用することについて会場運営チームの負担が大きいという意見がある。

・4種委員会から支給される運営費で不足する部分は来場チームから徴収しているが 4種

負担はできないかという意見もあるが、負担できない事は以前から共有している。

・公的グラウンドを確保した場合、運営チームがいない場合の運営や会場費（地区使用の

対象とならない場合）の負担が大きくなる。会場費については、協賛がある場合とない

場合で負担が変わる。大会運営上 3日目以降は役員・事業運営部が対応するが全体的に

は切り詰めた予算となっている。

・今後各種補助金が減額となる可能性が高く、4種委員会として収入をあげる必要がある

が、協賛社確保等困難な面がある。大会参加費の徴収についても今後検討が必要となる

のではないか。

⑤ ニッサングリーンカップについて（別紙）

■大会要項の確認

・競技規則１ サッカー競技規則 22～23 に訂正した。

・8.競技者の用具 ユニフォーム ⑪ 背番号について

  「背番号は必須、シャツの胸及びショーツについては望ましい」と訂正した。

■荒天時のフロー確認（別紙）

・1日目荒天により実施しない場合、2日目はトーナメントではなく予選リーグ 3試合を

1日で実施するリーグ形式とする。

・その場合の試合時間はこれまでの申し合わせによる 15 分ハーフとする。

・1日目、2日目が実施できない場合は、3日 2月 19 日からトーナメント戦とする、但し

必要となる 8面の内小瀬補助・球技場の 4面以外にあと 4面確保が必須となります。

・また、予備日での開催となるが 3月 12 日は YFA フットボールカンファレンスの開催日

となることから確認あるいは検討が必要となる。

■組み合わせ確認を行った。



■会場の確認

■最終日の会場 押原人工芝 Gから「天然芝 G」へ変更

・TV 中継用のやぐらをピッチ上に設置する為、「準決勝」同時進行が不可。

・人工芝 14 時迄の利用となり仮に準決勝を時間差で実施しても間に合わない。

・天然芝は「昭和町グラウンドゴルフ大会予備日」確保

・望月理事を通じて予備日開催する場合は人工芝で了解いただいた。

■コロナ感染対策について

・開会式：選手 5名、指導者、保護者 5名 チーム 10 名迄

・専用のチェックシート提出

※コロナ感染による対応が必要となる状況

・選手感染し 8名以下になる場合

・指導者が感染によりベンチ入り 2名以下となる場合

・有資格指導者が感染によりベンチ入りできない場合。

・コロナ感染による特別な事情により指導者が確保できない場合は地区理事を通じて実行

委員会に報告いただき、救済の対応を検討する。（コロナ感染による場合は資格はく奪

要件としない）

■大会エントリーの稼働は 1月 16 日～2月 3日とする。

■テレビ放送予定日は 3月 18 日(土)

⑥ 2022 年度協会功労賞

峡北：福田和久様（北杜 UFC）

峡中：平野政宗様（玉穂 FC）

甲府：藤巻郁夫様（甲府西 Jr）

峡東：滝嶋和彦様（塩山 SSS）

郡東：奥秋昌晃様（FC ヴァリエ都留）

郡南：地区対象者なし。

・第 2回 YFA 定期総会時に表彰されます。（3月）

⑦ 2022 年度優秀選手賞について（別紙）

※県協会理事会にて承認

※表彰はニッサングリーンカップ最終日 2月 23 日(木)

⑧ 規約・規程集の改訂について（別紙）

・新旧対照表にて検討

・改定に伴う意見について

・新旧対象表を事前に配布（メール添付）し確認してもらう。

・規約規程集の公開方法について、経費削減を図るため冊子の作製はせずに、Web 上にで

データファイルにより公開する。



⑨ 2023 年度 U-12 リーグについて

・リーグ入替戦要項（別紙）、内容確認後、地区理事を通じてチームへ配信する。

・U-12 参加希望 1月中に実施

・U-10 参加希望 2月 20 日実施 入替戦要項とともに各チームへ案内を配信する。

⑩ その他

■YFA 規律委員会について

「令和 4年度山梨県 FA 第 2 回理事会」で小松規律委員長より提案・承認された

各種別、女子、シニア、フットサル、審判委員会、技術委員会より 1名推薦により

規律委員会を組織化し、今後、各種別からの事案に対して対応したい。

推薦委員は「4種委員長とし」2023 年 1 月 20 日までに提出。

■山梨県フットボールカンファレンスについて

・協会ページにすでに案内されている

・地区理事を通じて各チームへの案内を行う。

■暴力暴言通報案件について

・アンケート実施

■今後の予定

① 2022 年度事業報告及び決済報告並びに 2023 年度事業計画お及び予算案、本会計決済

及び予算案の提出は３月２日（木）までにメールで提出をお願いいたします。（期限

厳守）

② 2023 年度４種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿は、地区理事が取りまとめ、   

3 月 16 日(木)までに委員長に報告。

③ 第 6回理事会 2月 3日(金) 押原 2階 PM7:00～9:30

④ 第 7回理事会 3月 10 日(金) 押原 2階 PM7:00～9:30

⑤ 2023 年度 YFA4 種委員会定期総会 4月（韮崎文化ホール午後 2時予定）

以上

令和 5年 1月 15 日

議事録担当：1峡中 2甲府 3峡東 4郡東 5郡南 6峡北 7峡中

議事録作成：郡南地区・高根啓介

広報部 鈴木和幸


