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（社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録 

 第 8回理事会 

平成 26年 3月 14日開催 

〈会議の名称〉 

理事会 

〈会議の日時〉 

平成 26年 3月 14日（金） 午後 7時 00分～10時００分 

〈場所〉 

県協会会議室 

〈出席者〉 

◇石原幸周委員長（甲府） ◇志村祐 会計（甲府）◇小林芳昭副委員長（峡中）  

◇望月一徳食育担当（峡中）◇福田和久副委員長（峡北） ◇石原喜仁（峡北） 

◇高山洋平監事（峡東）◇末木一幸（峡東）◆三澤厚司（郡東）◆小林哲ＶＦ甲府担当

（郡東） 

◆宮下秀吉（郡南） ◆藤田徹 会計補佐（郡南）  

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇横森潔キッズ部長 

◇野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長  出席者 14名 

【平成 26年度新役員】◇内田淳（峡中）◇村松貴志（峡北）◇神取一弘（技術委員会） 

 

〈議事〉 

司会：福田和久 

付議事項 

１．委員長挨拶 

２．報告事項 

（１）委員長報告 

（２）専門部報告 

（３）その他 

３．議題 

（１）全日本・関東山梨県大会開催要項の検討（委員長・事業運営部）別紙 

（２）平成 26年度定期総会及び総会資料の細部について（委員長）別紙 

（３）規約・規定集の細部について（委員長・担当役員）別紙 

（４）城福シートについて 

（５）ニッサングリーンカップ最終日の運営について 

（６）ニッサングリーンカップ会場除雪作業について 

（７）役員送別会について 

【新役員】～ 

１．委員長挨拶 

２．役員自己紹介 

３．議題 

（１）平成 26・27年度役員の互選について（委員長）別紙 

（２）平成 26年度活動基本方針について（委員長）別紙 
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（３）ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（VF担当）別紙 

（４）その他 

ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制について」県協会・担当者説明 

 

議事経過 

※理事会冒頭ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制について」の説明（※後記） 

１．委員長挨拶 

・ニッサングリーンカップ実施に際し除雪を依頼実施した関係者には大変ご苦労いただい

た。 

・3 月 16 日ニッサン最終日を迎えるが無事に 25 年度事業が終了となるようお願いする。 

 

２．報告事項 

（１）委員長報告 

①関東サッカー協会少女部会との合同会議（女子 4種登録について） 

・2014年度は移行期間とし下記少女の大会は認める。2015年度以降については再協議。 

・関東少女の大会を関東 4種事業として受け入れることはない。組織の移行も同様。 

・2014年に実施の既存女子大会の名称から「関東」を除くこと。 

・開催予定の関東 4種事業 

■第 12回関東 U-12女子 8人制サッカー大会（仮称） 

平成 26年 8月 23日（土）～24日（日） 

■第 26回関東少女サッカー大会（仮称） 

平成 26年 11月 22日（土）～23日（日） 

 

（２）専門部報告 

○事業運営部 なし 

○審判部 

・3月 9日、16日でサッカー審判資格取得講習会を実施する。 

・峡北地区高根 SSS矢崎氏が、4月に関東 2級審判員受験することとなった。 

○技術部 なし 

○広報部 

・2014年度登録申請について全チーム承認を行った。 

 峡北 10チーム、峡中 24チーム、甲府 24チーム、 

峡東 12チーム、郡東 7チーム、郡南 11チーム 全 88チーム（新規・女子含む） 

・4 月 1 日リニューアル予定の新ＫＩＣＫＯＦＦシステムは、フットサルを除いてリリー

スを延期する。今後の情勢がはっきりし次第改めて通知する。 

○キッズ部 

・3月 2日（日）身延小学校 出前サッカーフェスティバルを実施した。 

参加者は 50名 

○フットサル部 

・4月 1日からの新 KICKOFFリリースについて説明会を 3月 24日（月）に実施する。 

 

（３）その他 なし 
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３．議題 

（１）全日本・関東山梨県大会開催要項の検討（委員長・事業運営部）別紙 

■大会名称 

平成 26年度 

「第 38回全日本少年サッカー大会」兼「第 38回関東少年サッカー大会」山梨県大会 

※地区予選：平成 26年 5月 17日（土）～6月 1日（日） 

※県大会開催日及び会場 

 

 

（予備日） 

平成 26年 6月 8日（日） 

平成 26年 6月 15日（日） 

平成 26年 6月 21日（土） 

平成 26年 6月 22日（日） 

■会場 

■会場 

■会場 

■会場 

（小瀬球技場 2面・郡南郡東 2面） 

（小瀬補助 2面） 

（小瀬補助 2面） 

（小瀬補助競技場・３決・決勝） 

※全少記念 U-10サッカーフェスティバル 

（開催） 平成 26年 6月 7日（土） 

 

平成 26年 6月 14日（土） 

 

■会場 

 

■会場 

（小瀬補助 2面・小瀬球技場 2面） 

他 2面設定できる会場が必要 

（小瀬球技場 2面） 

他 2面設定できる会場が必要 

 

■全少運営会議について 

期日：平成 26年 4月 17日（木）午後 7時～ 

場所：読売新聞社甲府支局 ３階会議室 

出席者：読売新聞甲府支局長・山梨放送・協賛各社・事務局 

    ４種委員会委員長・事業運営部長・審判部長・広報部長 

    専門部長は大会資料を持参（１０部位） 

■全少アイテム発送先（大会横断幕・プログラム） 

・５月連休明け自宅へ送付される。 

・地区予選から使用する。 

・峡北地区＝福田理事、郡東地区＝小林理事、郡南地区＝藤田理事、 

・峡東地区＝末木理事、峡中地区＝望月理事、甲府地区＝志村理事 

 

■実施方法は昨年同様となるが、大会要項見直しをする 

・参加資格＝女子関係の文言は削除（女子は 4種登録チームとなった） 

・代表枠を 2014年登録チーム数に比例して設定する。 

・北関東大会も 8人制 

 

（２）平成 26年度定期総会及び総会資料の細部について（委員長）別紙 

①県協会功労者の定期総会への出席及び挨拶依頼（峡中） 

・３月２８日の県協会総会へ出席されて受章の場合は伝達のみ 

・総会欠席の場合は、４種総会（表彰・挨拶）の出席依頼をおこなう。 

■渡邊由和様 ■青山行男様（峡中地区理事より依頼をお願いする） 

・４種総会時に表彰の場合、藤本協会福会長より授与（伝達の場合も同様） 

②新規登録チームの自己紹介（総会時） 

・甲府地区：武田消毒ジェイド FC（小澤今朝美様） 
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・甲府地区：ＹＳＳＣ（豊川正明様） 

・峡中地区：フォルトゥナ南アルプスサッカークラブ・フォーゲル（樋口恵美様） 

・峡東地区：ＦＣ．ＳＡＢＩＯ（エフシーサビオ）（堀内正明様） 

地区理事は新規チームへの伝達をお願いする。 

③総会進行表 

午後１時集合 →１時３０分（受付） →午後２時（開会） →３時３０分終了 

→休息１０分 →３時４５分講演会 →５時１５分終了 →会場整理５時３０分退室 

■議事 

⑴２５年度事業報告及び基本方針の検証＝小林副委員長 

⑷規約・規定の改定＝委員長（概要）＝風間技術部長 

⑻２６年度事業計画＝小林副委員長 

 

（３）規約・規定集の細部について（委員長・担当役員）別紙 

・風間技術部長より提案理由や規約（案）の説明がされた。 

■提案理由 

一般社団法人山梨県サッカー協会 4 種委員会規約については、平成 6 年に策定され 20

年が経過したが、少年サッカーを取り巻く情勢や環境の変化に合わせ改定等が繰り返さ

れてきた。少子化、リーグ戦文化の創出、8人制への移行など 4種年代の子どもたちの

より良いサッカー環境を整備し、サッカーを通じた人減育成の場としての役割を果たす

ために、委員会が一丸となって課題に取り組んでいかなければなりません。今回の規約

の全部改定はこれまでの規約を見直し、それぞれの機能、役割の明確化を図る中で、文

言の整理箇所が多岐に及んでいることから全部改定とした。これまで培ってきた山梨県

4種委員会規約の精神的根底を変えるものではなく、「組織の実情に即した整理」や「理

事の定数規定、役割の明確化」、「U-12リーグ委員会」の設置などである。 

■別紙規約（案）を提示し修正箇所追加事項など説明がされた。 

 

（４）城福シートについて（バックスタンド指定席・各１２枚） 

・３月２３日（日）１４：００～横浜マリノス 

・４月２日（水）１９：００～柏レイソル 

・４月６日（日）１５：００～清水エスパルス 

・４月１９日（土）１９：００～名古屋グランパス 

・４月２９日（水・祝）１３：００～徳島ヴォルティス 

・５月１７日（土）１３：００～柏レイソル 

・５月２４日（水）１４：００～大宮アルディージャ 

・５月２８日（水）１９：００～浦和レッズ 

・７月２３日（水）１９：００～セレッソ大阪 

・８月９日（土）１８：３０～ベガルタ仙台 

・８月２３日（土）１８：３０～ガンバ大阪 

 

（５）ニッサングリーンカップ最終日の運営について出欠の確認を行った 

■３月１６日（日）押原公園天然芝Ｇ 午前１１時集合（昼食）～設営 

石原、小林、志村、高山、末木、望月、三科、風間、野口、横森、鈴木 
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（６）ニッサングリーンカップ会場除雪作業について 

■除雪御礼を該当チームへ送付する。 

・玉川 G ＝郡東・郡南全チーム（指導者・保護者・総勢１１０名以上） 

・田富北小 G＝ルーデンス、ルーデンスセントロ（指導者・中学生） 

・敷島北小 G＝プレジール敷島（指導者・保護者） 

・甘利小 G＝甘利・韮崎東・韮崎 SC・大里・JFC白根（保護者２名） 

・八田小 G＝八田（指導者・保護者） 

・塩山ふれあいの森＝塩山（指導者・保護者） 

 

■除雪御礼 

拝啓、早春の候、皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃は山梨県サッカー協会 4種委員会の活動にご理解・ご協力を賜りまして誠にあり

がとうございます。 

さて、今回の大雪により開催が危ぶまれていた「ニッサングリーンカップ」も 6年生

最後の大会でもあり、何としても開催したいという強い思いで、皆様方のご協力を仰

ぎ、各チームの指導者・保護者の方々の除雪作業により開催でき、無事終えることが

できましたこと、改めまして感謝申し上げます。 

また、ご父兄の方より、小学生最後の大会で子どもたちにとっても良い思い出ができ

ましたとのお話も伺って安堵しております。 

どうか今後とも、更なるご支援・ご協力を賜りますようにお願いいたします。 

まずは略儀ながら書中をもって役員一同厚く御礼申しげます。 

敬具 

（７）役員送別会について 

■４月５日（土）総会終了後行います 出欠３／20 

 

※ここで退任役員退室 

○石原理事（峡北）キッズ担当 

・2 期 4 年間キッズを担当した。4 種キッズの活動を明確化できたと思う、理事会を通じ

ていろいろな経験ができたことが大変うれしく思う 4年間ありがとうございました。 

○高山理事（峡東） 

・2期 4年間理事会に参加できたことは貴重な体験となった。これから現場に戻って頑張

りますありがとうございました。 

 

Ｈ26年度【新役員】による理事会 21：05～ 

司会：福田和久 

付議事項 

１．委員長挨拶 

・新しい体制で平成 26年度が始まる。理事会は各地区から選任された理事、各専門部長・

委員長 20 名で会議を行うが、様々な考えを持ち寄り真摯な協議のうえで方向性を決定し

ていく。そして山梨のサッカーをより良い方向に持っていくことである。そこに地区の利

害関係を持ち込まないことが前提となることを再認識し、今後の課題に皆で力を合わせて

取り組んでいきたい。宜しくお願いいたします。 
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２．役員自己紹介 

【新任者挨拶】 

○内田淳（峡中地区理事・若草バイキング） 

・平成 20 年から 4 年間理事を務め 2 年間お休みをいただいた。今回理事枠の変更により

理事して参加します。宜しくお願いいたします。 

○村松貴志（峡北地区理事・甘利 SSS） 

・前任の石原さんが、良い経験ができたとおっしゃっていたので私もそう言えるように取

り組みたいと思います。この場をお借りして、甘利小 Gニッサン会場としては使用でき

なかったが、先日の除雪について、学校長並びに教頭先生からお礼の言葉を預かりまし

た、大勢の皆様にご苦労いただきありがとうございました。 

○神取一弘（甲府地区・FCジョカーレ） 

・来年度から技術を担当することになりました。チーム活動はお休みし、トレセン活動に

専念している。技術という分野で若い方が相応しいと思うが実直に取り組んでいきたい

と考えています。宜しくお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）平成 26・27年度役員の互選について（委員長）別紙 

【役職】 

委員長 

副委員長 

副委員長 

理事・会計理事 

理事 

理事・監査 

理事 

理事 

 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

事業運営部長 

審判部長 

広報部長 

キッズ部長 

技術委員長 

U-12 リーグ委員

長 

フットサル委員

長 

【氏名】 

石原幸周 

小林芳昭 

福田和久 

志村 祐 

藤田 徹 

宮下秀吉 

三澤厚司 

風間 斉 

 

小林 哲 

末木一幸 

望月一徳 

内田 淳 

村松貴志 

三科健二

郎 

矢崎幸一 

鈴木和幸 

横森 潔 

神取一弘 

小林芳昭 

野口 徹 

【担当】（役務内容） 

（全体統括・総会及び理事会招集・渉外 他） 

【U-12リーグ委員会委員】 

【U-12リーグ委員会委員】（理事会・総会運営） 

【U-12リーグ委員会委員】（会計業務全般） 

【U-12リーグ委員会委員】（会計業務補佐） 

【リスペクト推進担当】 

【U-12リーグ委員会委員】 

【リスペクト推進担当・U-12リーグ委員会委員 

技術委員会担当】（会計監査及び報告） 

【ＶＦ甲府担当・リスペクト推進担当】 

【U-12リーグ委員会委員】 

【食育プロジェクト・U-12リーグ委員会委員】 

【リスペクト推進担当・U-12リーグ委員会委員】 

【U-12リーグ委員会委員】 

【U-12リーグ委員会委員】（規約 15・16条に基づく活

動） 

（規約 15・16条に基づく活動） 

【U-12リーグ委員会委員】（規約 15・16条に基づく活

動） 

（規約 15・16条に基づく活動） 

（規約 15・16条に基づく活動） 

【U-12リーグ委員会委員長】 

（規約 15・16条に基づく活動） 
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（２）平成 26年度活動基本方針について（委員長）別紙 

１．競技力向上のための活動強化 

⑴各種指導者講習会への積極的な参加を通じた指導者資質の向上（継続） 

 ①Ｕ-9競技力向上のための活動 

⑵各種大会（県内、県外大会）での課題の抽出と検証 

⑶専任ユースダイレクターによる各地区トレセンでの技術指導及び指導者育成（新規） 

 

２．「キッズモデルＦＡ」事業、「キッズ年代エリート教育に関する『リードＦＡ』事業

への協力と提言 

⑴キッズ年代の普及・育成のための研究、企画、実践（継続） 

⑵キッズフェスティバル等、４種主管事業の一層の充実（継続） 

⑶少子化時代を見据えた選手層の維持・拡大のための対策検討（継続） 

 

３．主管大会の抜本的な見直し 

⑴4種年代（U-11・U-10）におけるリーグ戦文化の検討（継続） 

⑵8人制リーグ（育成リーグ）と 11人制による大会の明確化（継続） 

⑶U-11リーグの推進（継続） 

⑷2015年全少開催時期移行による、山梨県 4種大会全般を見直すために 2015年度評議

員会時に提案する。（継続） 

４．ヴァンフォーレ甲府への支援 

⑴主催ゲームへの協力（継続） 

⑵積極的なゲーム観戦（継続） 

⑶ホームゲーム時におけるキッズチャレンジマッチへの参加（継続） 

 

５．フェアプレー及び指導者モラルの一層の向上 

⑴フェアプレー精神の、あらゆる場面での涵養（継続） 

⑵指導者としてのモラルの遵守（継続） 

⑶フェアプレー促進のための新たな取り組み（継続） 

 （グリーンカードの積極的活用） 

６．食育推進のための新たな取り組み 

⑴成長期の大事な時期に関わる選手たちの健全な食生活の推進（継続） 

⑵「はくばくグループ」とタイアップし、グループが行っている食育活動事業を共同で

行う 

 （親子田植体験・親子稲刈り体験他）（継続） 

 

（３）ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担表について（VF担当）別紙 

■4月 2日（水）撤収作業 

・福田、志村、内田、風間、末木、宮下、藤田、小林哲、三科、鈴木 

■7月 23日（水）撤収作業 

・福田、村松、志村、望月、内田、風間、三澤、小林哲、矢崎、横森 

■10 月 9日（木）か 12日（日）設営と撤収 

・石原、小林、村松、望月、末木、宮下、藤田、三澤、神取、野口 
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※担当者は都合つけて参加してください。変更する場合は自己責任にて変更等行い、

人員数に変更なきようお願いする。 

 

（４）その他 

①平成 26年度小瀬・富士北麓会場使用について 

※各会場管理事務所へ会場事前打ち合わせに行くこと。 

※荒天時中止の場合は必ず管理事務所へ通知すること。 

※各会場使用後は必ず清掃作業を行うこと。 

※両会場とも横断幕掲示は不可能です。（大会名のみの横断幕・チーム横断幕は可能） 

小瀬：055-254-3111 富士北麓 0555-24-3651 

②役員の連絡方法 

・新役員はメールアドレスがわかるように委員長あてに空メールを送信してほしい。 

 

③平成 26年度 4種理事会予定 

回 期 日 議 題 

定期総会 平成 26年 4月 5日（土） ・ぴゅあ総合 大研修室 午後 2時～ 

第 1回 平成 26年 4月下旬 ・全日本山梨県大会について 

・2015年度事業について 

・Ｕ-12リーグについて 

・その他 

第２回 

 

平成 26年 5月下旬 

 

・全日本山梨県大会細部について 

・全日本少年サッカー大会記念Ｕ-10Fes 

・2015年度事業について 

・その他 

第３回 

 

平成 26年 7月中旬 

 

・全日本・関東山梨県大会総括 

・2015年度事業について 

・U-12リーグについて 

・その他 

第４回 

 

平成 26年 8月下旬 

 

・山梨県 U-12・U-11リーグ前期総括 

・評議員会について 

・2015年度事業について 

・U-12リーグについて 

・その他 

評議員会 

 

平成 26年 9月 

 

・前期総括 

・後期事業の確認 

・2015年度 4種年間事業についての提案 

・山梨県 U-12リーグ後期の確認 

・その他 

第５回 平成 26年 11月下旬 ・選抜大会について（抽選含む） 

・チビリン山梨県大会について（抽選） 

・ニッサングリーンカップについて 

・その他 
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※後記（会議冒頭の新事業説明） 

ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制について」説明 

山梨県サッカー協会専務理事 渡辺玉彦氏 

ＪＦＡ地域ユースダイレクター 保坂不二夫氏 

育成活動ならびに育成体制モデルＦＡに関する協力について（ＪＦＡより） 

日本サッカー協会技術委員会では、日本サッカーの今後さらなる発展を遂げるため、日常

の育成環境の充実や指導者資質の向上が重要と考えている。そこで、県内で実施されてい

るトレセンを良くするために指導者資質の向上を推進し、また 4種 3種を中心とした育成

年代を良く知る有能な人材ができるだけ多くの時間を活動に充てることができる状態を作

り出すことも併せて考える。 

山梨県においては、ヴァンフォーレ甲府の協力により、保坂不二夫氏をＪＦＡ地域ユース

ダイレクター（兼ナショナルトレセンコーチ）として任命、担当することとなった。 

今後、都道府県に育成専従者を配するためのモデルケースとして、ヴァンフォーレ甲府と

地元の強い協力関係を持つ山梨において実施することとなった。（渡辺玉彦専務理事） 

 

今回の取り組みは、改革ではなくこれまで積み上げて来たものをさらに充実させていくこ

とと考えている具体的には①キッズ年代活動を上につなげていくこと、②トレセンの充

実、③指導者養成、④試合環境の整備通じて山梨の育成環境を良くしていくことが指名。4

種年代に携わる指導者の皆さんと一緒になって更なる山梨のサッカー発展を目指していき

ましょう（保坂不二夫氏） 

 

以上 

議事録作成 

広報部 鈴木和幸 

第６回 

 

平成 27年 1月下旬 

 

・チビリンピック山梨県大会の確認 

・ニッサングリーンカップの確認 

・その他 

第７回 

 

平成 27年 2月下旬 ・チビリン山梨県大会総括 

・平成 28年度登録業務について 

・平成 28年度定期総会について 

・その他 

第８回 平成 27年 3月下旬 ・ニッサングリーンカップ総括 

・関東選抜大会（仮称）要項について 

・定期総会の細部について 

・その他 
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録 

 第 7 回理事会 

平成 26 年 2 月 23 日開催 

 

〈会議の名称〉 

理事会 

〈会議の日時〉 

平成 26年 2月 23日（日） 午後１時 00分～５時００分 

〈場所〉 

県協会会議室 

〈出席者〉 

◇石原幸周委員長（甲府） ◇志村祐 会計（甲府）◇小林芳昭副委員長（峡中）  

◇望月一徳食育担当（峡中）◇福田和久副委員長（峡北） ◇石原喜仁（峡北） 

◇高山洋平監事（峡東）◆末木一幸（峡東）◇三澤厚司（郡東）◆小林哲ＶＦ甲府担当（郡東） 

◆宮下秀吉（郡南） ◆藤田徹 会計補佐（郡南）  

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇横森潔キッズ部長 

◆野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長  出席者 13名 

 

〈議事〉 

司会： 

 

付議事項 

１．委員長挨拶 

２．報告事項 

（１）専門部報告 

（２）その他 

３．協議事項 

（１）ニッサングリーンカップについて（委員長・三科事業運営部長）別紙 

（２）チビリン山梨県大会について（事業運営部長）別紙 

（２）定期総会について（委員長）別紙 

（３）新規登録チームについて（委員長）別紙 

（４）ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制について」（委員長） 

（５）県 4種技術部の委員会組織変更について（技術部長）別紙 

（６）規約・規程集の一部見直しについて（委員長・技術部長）別紙 

（７）平成 26年度 4種事業についての提言（事業運営部長）別紙 

（８）平成 26年度予算について（会計） 

（９）今後の予定について（委員長） 

（10）その他 
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議事経過 

１．委員長挨拶 

再延期になっているニッサングリーンカップについて実施の方向で検討してほしい。 

 

２．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 なし 

○広報部 

・2014年度登録が始まっている。現在までに 30チームが申請を行っている。 

○キッズ部 

・１月１９日キッズリーダー講習会を実施、リフレッシュ更新を含めて３５名が参加した。 

・２月１日・２日全国ジョイントミーティングが行われ、広瀬（勝沼）さんが参加した。 

・３月２日身延にてキッズフェスティバル形式で実施する。 

 

３．協議事項 

（１）ニッサングリーンカップについて（委員長・三科事業運営部長）別紙 

・山梨放送（主催者）の意向により日程変更となります 

・甲府市は各小中学校が雪捨て場となり使用不可。また公共施設も３月末まで使用できないよ

うです。 

・小瀬球技場も他団体使用により確保できない 

・開催日平成２６年３月８日（土）・９日（日）・１６日（日） 

・１６日最終日は押原天然芝 G 

 １２：００ 設営準備 

 １３：００ 第１試合 準決勝 

 １３：５０ 第２試合 準決勝 

 １５：５０ 決勝戦 

 １６：３０ 閉会式 

・役員及び事業運営部・審判部の参加人数確認 

・事業運営部・審判部は３月１２日までに委員長にメールで提出すること。 

 

 

（２）チビリン山梨県大会総括（事業運営部長）別紙 

1．関係各位のご尽力により、円滑な大会運営ができたことを感謝する。又今回は役員の方に多

数参加していただき、事業運営の方々に休んでいただけたことを併せて感謝する。 

2．前日に甲府地区の 8人制の大会があり、ラインはなぞる程度で早く準備することが出来た。

その為、集合時間を 8時とした。9：30試合開始には十分に間に合った。次年度においては

集合時間を 30分遅らせることの可能と可能と思われるが、選手のアップ等を考えると現行通

り 8時集合で良いと思う。 
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3．各地区の予選時において 3ピリオド制が採用されていたため、混乱なくスムーズに運営する

ことが出来、昨年の反省があったチームの入れ替えがスムーズに行えず時間をロスする点は

会場が球技場だったこともあり改善された。 

4．ユニフォームに関しては全チーム正・副の 2セットのユニフォームを用意していただいてい

た。今後も継続して準備していただきたいと思う。 

5．コーナーポールや補修テープなど備品が不足していた。ケアレスミスなので次回から注意。 

○関連意見 

・審判部より、テクニカルエリアの設置を希望する意見があった。 

 

（２）定期総会について（委員長）別紙 

①期日：平成 26年 4月 5日(土)午後 2時～（役員は午後 1時） 

②会場：ぴゅあ総合・大研修室 

③議長：西島秀和 氏（郡東地区） 

④司会：福田副委員長 

※総会資料について 

・各部門における平成 25年度事業及び決算報告並びに平成 26年度事業案、予算案の提出を 3

月 7日までにメールにて報告。 

・会計監査は第 8回理事会で実施。(監査は午後 6時 30分～) 

・総会資料各地区配布：3月 24日までに地区理事へ送付します。 

・総会案内は 3月初旬に地区理事へ送付します。 

 

（３）新規登録チームについて（委員長）別紙 

・チーム名：ＹＳＳＣ(甲府地区)より新規チームに関する届出書を受理した。 

 

（４）ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制について」（委員長） 

・3月 14日第 8回理事会にて専務理事より説明がある。 

 

（５）県 4種技術部の委員会組織変更について（技術部長）別紙 

・2014年度より、県技術委員長委嘱の技術委員が、4種委員会に派遣され、4種技術委員会と

して各トレセンを運営する形としたいので理解をと協力をお願いする。 

・4種技術委員会の活動は、U-12トレセン、U-11トレセン、U-12女子トレセン、U-12関東、

トレセンマッチデーがある。 

 

（６）規約・規程集の一部見直しについて（委員長・技術部長）別紙 

・山梨県サッカー協会の一般社団法人化や女子チームの 4種登録、4種技術委員会の設置にと

もないこれまで検討してきた細部についても修正をしていく。 

・表現方法、説明的表現の補完 

・峡中地区より要望のあった地区理事の定数規定を検討した。 

・U-１２委員会組織の設置 

 U-12リーグの目的を達成するため、参加チーム全体で共有し、実現に向けたリーグ運営をす

るため助言及び指導を行う。 
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目的とは、リーグ戦を提供することにより「サッカーを文化として定着させること」「選手個々

の成長を獲得するため指導環境及び育成環境を創造すること」（レギュレーション） 

・第 15条（6）U-12リーグ委員会（理事会が指名した者により構成される） 

・第 16条（6）U-12リーグ委員会 

U-12リーグは育成に目を向けチームエゴに偏ることなく、指導者・保護者等関係

者が協力して環境づくりに取り組むリーグを実現するために、リーグ運営全般に

おける助言、指導にあたる。 

 

（７）平成 26年度 4種事業についての提言（事業運営部長）別紙 

・第 5回理事会、山梨県選抜大会の総括の中で、今後の検討事項としてお願いした案件である

選抜大会の開催時期について、検討をお願いする。平成 26年度は会場確保等で大幅な変更は

難しいと思うが、平成 27年度に向けて検討をお願いする。 

●今後も継続して審議していくこととする。 

 

（８）平成 26年度予算について（会計） 

・2014年度予算(案)について、登録チーム数・助成金の減額などを承認した。 

 

（９）今後の予定について（委員長） 

①平成 26年度キッズ関連各地区事業の日程及び開催場所報告について 

※3月 3日（月）までに、委員長へメールで報告 

・U-10／8人制地域リーグ 

・U-10／地域トレセン 

・U-6／U-7交流フェスティバル 

 

②平成 26・27年度役員改選について 

※各地区 2月 14日（金）までに「理事・専門部」を選出し委員長にメールで報告 

※各専門部長 3月 10日（月）までに「部長・副部長」を決定し委員長にメールで報告 

※第 8回理事会にて、「委員長・副委員長」の互選、その他分掌の決定を行う 

ｘ 

③平成 25年度事業報告及び決算報告並びに平成 26年度事業計画及び予算案 

 本会計決算及び予算案について 

※3月 7日（金）までにメールで提出（期限厳守） 

 

④平成 26・27年度 4種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿について 

申請書及び評議員名簿は地区理事が取りまとめる 

※3月 15日(土)までに委員長にメールで提出 

 

⑤第 8回理事会について 

平成 26年 3月 14日(金)押原２階会議室 午後７時～ 

※専務理事よりＪＦＡ「ユースディペロップメント体制について」説明 

 

（10）その他： 
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①２０１４ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム試合の分担について(別紙) 

担当理事は分担表を作成し指示をしてほしい。 

・４月２日(水)VS柏レイソル１９：００kickoff 撤収 

・７月２３日（水）VSセレッソ大阪 撤収 

・１０月９日（木）ナビスコ 設営・撤収 

 

②ニッサングリーンカップについて 

・グラウンド状況の確認（各会場のグラウンド状況を確認し、使用可能か判断する。 

・使用できない場合の会場確保を検討 

③平成２６年度女子チームの登録について 

・武田消毒ジェイド・フォルトゥナについては、４種登録をしますがエスペランサは２７年度

登録となります。登録する２チームは４種事業の優先を確認済み。 

④第３８回全日本少年サッカー大会・決勝大会について 

・開催日：平成２６年８月４日（月）～８月９日（土） 

・場 所：御殿場高原時之栖・裾野グラウンド 

・準・決勝：愛鷹広域公園多目的競技場 

 ※第３９回全日本少年サッカー大会・決勝大会について（日程案） 

 ・平成２７年８月４日（月）～８月９日（土） 

 ・場所は未定「静岡」「大阪」「鹿児島」で調整中です。 

以上 

議事録作成 

広報部 鈴木和幸 
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録

第 6 回理事会

平成 26 年 1 月 25 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 26年 1 月 25 日（土） 午後 2 時 00 分～

〈場所〉

リバース和戸・第 6 会議室（2 階） （甲府市川田町 517 番地）

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◇福田和久副委員長（峡北）

◇志村祐 会計（甲府） ◆藤田徹 会計補佐（郡南） ◇石原喜仁（峡北）

◇望月一徳食育担当（峡中） ◇高山洋平監事（峡東） ◇末木一幸（峡東）

◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東） ◇宮下秀吉（郡南） ◇三澤厚司（郡東）

◇風間技術部長 ◇矢崎審判部長 ◇三科事業運営部長

◆横森潔キッズ部長 ◇野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長

〈議事〉

司会：鈴木和幸

付議事項

１．委員長挨拶

２．報告事項

（１）専門部報告

（２）その他

３．協議事項

（１）関東委員長会議報告（委員長）

（２）チビリン山梨県大会について（事業運営部長）別紙

（３）ニッサングリーンカップについて（事業運営部長）別紙

（４）平成 25 年度 4 種優秀選手について（技術部長）別紙

（５）平成 25 年度 4 種功労者表彰について（委員長）別紙

（６）食育プロジェクト（25 年度販売実績報告）（担当理事）

（７）平成 26 年度登録について（広報部長）別紙

（８）新規登録チームについて（委員長・地区理事）別紙

（９）26・27 年度 U-12 サッカーリーグについて（委員長・担当役員）別紙

（10）平成 26 年度及び 27 年度 4種事業予定について（委員長・担当役員）別紙

（11）平成 26 年度女子登録について（委員長）別紙

（12）今後の予定について（委員長）

（13）その他
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議事経過

１．委員長挨拶

新年明けて第 1回目の理事会、本日はヴァンフォーレ甲府佐久間ＧＭと保坂氏が出席いただき

お話を聞く機会を設けている、宜しくお願いする。

２．報告事項

（１）専門部報告

○事業運営部 なし

○審判部

・更新講習会は終了したが、Ｅラーニングは今後も申込可能

○技術部

・12 月ナショナルトレセンに 10名参加したなかで、ＶＦ甲府より 3名がＵ－13トレセン交流

に関東 U-12 選抜として参加することとなった。

○広報部 なし

○キッズ部

・10 月予定のキッズ出前フェスティバルは台風の影響で延期した。

・3 月 2日（日）身延地域で開催する。

○フットサル部 なし

（２）その他

○マクドナルド「お試しクーポン」配布（全少スポンサーのマクドナルド社より４７ＦＡにい

ただいた）

３．協議事項

（１）関東委員長会議（1/24）群馬報告（委員長）

①ユースディベロップメント

・ＪＦＡ地域ユースダイレクター（兼ＪＦＡトレセンコーチ）にＶＦ甲府の保坂不二夫氏が就

任した。ＪＦＡ専任コーチとして山梨に派遣された。「（13）その他 2に詳細」

②女子チーム

・女子チームは 26 年度より 4 種登録となる。26 年度は移行期間として柔軟に対応する。（関

東女子の大会など）

・キャノンカップガールズ８（ＪＦＡが主催 2/21～22）を新設

（山梨県選抜選手が対象）

・女子チーム 4種登録、概ね東京 80、埼玉・神奈川 20～30 他県では 2～3 を予定している。

・「（11）平成 26 年度女子登録についてに詳細」

③チビリン関東大会抽選について

・各都県代表が決定し組合せが出来次第発表する。

（２）チビリン山梨県大会について（事業運営部長）別紙

・別紙要項の確認を行った

・Ａパート：JAA 甲斐シエロ、ＶＦ甲府 U-12、韮崎東、スペリオール

・Ｂパート：FCヴァリエ都留、Ｕスポーツクラブ、石和、フォルトゥナＳＣU-12

・2 月 2日（日）予備日について検討

●予備日は 2 月 11 日（火・祝）とする（要項に追加）。
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●予備日開催の場合順位決定戦は行わずリーグ戦成績により決定（要項に追加）。

・役員出席確認

（３）ニッサングリーンカップについて（事業運営部長）別紙

①荒天時の対応

・1 日目 2 月 9日（日）開催出来ない場合は、15 日（土）からトーナメント戦で実施

・1 日目を実施し、2 日目 2 月 15 日（土）が開催できない場合は、1日目の全てのチームが 2

試合経過した時点（6 チームの場合は第 6 試合まで）の成績を基に順位を決定することとし、

各パート 1 位となったチーム 16 チームで決勝トーナメントを行う。

・上記同率の場合は抽選を行う。

②トーナメント時の会場について確認

③開会式の準備

1．受付（地区で 1 名） 参加賞係（3名）

2．山梨放送側の準備手伝い（横断幕・プラカード）

3．選手宣誓及びニッサン社旗行進は前年度優勝チーム「玉諸 SSS」

4．最終日の解説者を開会式までに委員長に報告すること（技術部）

（４）平成 25 年度 4 種優秀選手について（技術部長）別紙

・井上樹、川崎颯太、小林佑企、名執龍一、小林怜永、深沢寛太、佐野太亮、大和謙太

（VF 甲府）、清水愛斗、郡司喬平、佐藤仁宣、雨宮圭、原田晃（Ｕスポーツクラブ）

菊川千尋（玉諸 SSS）、加賀美蓮（CSC ルーデンス） 以上 15 名

（５）平成 25 年度 4 種功労者表彰について（委員長）別紙

・渡邊由和様（若草バイキングサッカースポーツ少年団）、青山行男様（ＪＦＣ白根）

以上 2名を推薦した。

・表彰人数について現在 2 名となっている。表彰基準にもよる、4 種は登録チーム数が多く、

各地区から順次表彰者を推薦している。しかし 30年以上活動しても順番により受けられない

場合もあり得るという意見があった。

（６）食育プロジェクト（25 年度販売実績報告）（担当理事）

・第 4 回あしたのヒカリ斡旋を昨年 12 月に実施した

・25 年度の販売実績報告は次回理事会で行う。

（７）平成 26 年度登録について（広報部長）別紙

・2014 年度キックオフリニューアルにより、2014 年度チーム継続登録期間が変更となる。

・2014 年度より 4 種登録となる女子チームについては新規登録となるが登録期間が 3 月 8日～

3 月 14 日となる。

・登録についてのＹＦＡ研修が 1月 29 日予定している。実施後に改めてご案内する。

・各地区理事さんを通じてチームに周知をお願いする。サポートブログにも掲載する。

（８）新規登録チームについて（委員長・地区理事）別紙

・新規登録チームについて理事会として承認した。

①峡東地区「ＦＣ．ＳＡＢＩＯ」代表者：堀内正明
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②甲府地区新規 1 チーム予定している。

（９）26・27 年度 U-12 サッカーリーグについて（委員長・担当役員）別紙

・26 年度 U-12 リーグ会場確保・スケジュールについて確認した

・2014 こくみん共済山梨県 U-12 リーグ（前期）組合せを確認した

・賞状について山梨県サッカー協会から 4 種委員会とする

（10）平成 26 年度及び 27 年度 4種事業予定について（委員長・担当役員）別紙

・

（11）平成 26 年度女子登録について（委員長）別紙

・女子チーム（U-12 以下）は 26年度より 4 種登録となる

・①武田消毒ジェイド（甲府地区） ②エスペランサ（峡東地区）

③フォルトゥナ SC（峡中）

・3 チームの代表者には説明済み

①4 種事業の優先 ②女子の任意大会への参加は認める

・26 年度は移行期間として柔軟に対応する。（関東女子の大会など）

・キャノンカップガールズ８（ＪＦＡが主催 2/21～22）を新設

・県内においても女子チームの活躍の場を与えていく一緒に成長していくというスタンスを持

っていく

（12）今後の予定について（委員長）

1．平成 26 年度キッズ関連各地事業の日程及び開催場所報告は 3月 3 日（月）までに委員長宛

にメールにて行ってください

・U-10／8 人制地域リーグ

・U-10／地域トレセン

・U-6／U-8 交流フェスティバル

2．平成 26・27 年度役員改選についての今後の作業日程

・地区毎に、2 月 14 日（金）までに「理事・専門部」を選出し、委員長にメールで報告、第

8 回理事会で確認する。

・専門部長は 3月 10 日（月）までに「部長・副部長」を決定し、委員長にメールで報告

・第 8 回理事会にて「委員長・副委員長」の互選、その他分掌の決定をおこなう

3．平成 25 年度事業報告及び決算報告書並びに平成 26 年度事業計画及び予算案、本会計決算及

び予算案の提出は、3月 7 日（金）までにメールで提出する。（期限厳守）

＊総会資料は 3月 20 日までに地区理事へ送付する。地区理事は各チームへ配布する。

4．平成 26 年・27 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

で 3 月 10 日までに委員長にメールで報告。

（指導者登録申請書は後日送付する。必ず送付した申請書に記入する）

5．第 7 回理事会 平成 26 年 2 月 14 日（金）押原 2 階会議室
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6．第 8 回理事会 平成 26 年 3 月 14 日（金）押原 2 階会議室

7．定期総会 平成 26年 4 月 5日（土）午後 2時～ （ぴゅあ総合）

・役員は午後 1時集合・議長は「峡東地区」

・議長選出は第 8 回理事会までに報告

・26 年度 4 種委員会総会時における基調講演について

●テーマ『いま、理想のクラブについて考える』

少子化に伴い、それぞれの地域におけるスポーツ活動にも工夫が求まられている。指導

者・保護者、それぞれの協力関係のバランスの取り方によっては、子どもに悪影響を与え

ることもある。現状と原点と利用のギャップを見つめ、改めてスポーツの在り方、理想の

クラブについて考えたい。

■日 時 平成 26 年 4月 5 日（土）

総会 午後 2時～4時

講演 午後 4時～5時

講演者 ＪＦＡスポーツマネージャーズカレッジサテライト講師

・愛知県サッカー協会 専務理事 徳田 康 氏

・島根県サッカー協会 常務理事・事務局長 鈴木恵朗 氏

＊サッカー協会の種別についてわかる人でどちらかにお願いした。

8．一般社団法人への移行

平成 26年 4 月 1日付で「一般社団法人山梨県サッカー協会」となる。

4 種委員会規約規程集の改定についてもあわせて提案していく。

（13）その他

1．「ヴァンフォーレ甲府 U-12 における新入会選手を対象としたセレクションの見直しについ

て」ヴァンフォーレ甲府、佐久間ＧＭ・保坂氏による説明があった。

2．ＪＦＡ「ユースディベロップメント体制の確立」について（委員長）

26 年度よりユースダイレクターの専任化モデルＦＡとして、山梨県と大阪府の２ＦＡが決定

し、本県ではヴァンフォーレ甲府の保坂不二夫氏がＪＦＡ地域ユースダイレクターとして就

任し、環境の整備及び育成を目的とした事業を展開して行くととなった。

以上

議事録作成

広報部 鈴木和幸
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録

第 5 回理事会

平成 25 年 10 月 25 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 25年 10 月 25 日（金） 午後 7 時 00 分～

〈場所〉

県協会会議室

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◇福田和久副委員長（峡北）

◆志村祐 会計（甲府） ◆藤田徹 会計補佐（郡南） ◆石原喜仁（峡北）

◇望月一徳食育担当（峡中） ◇高山洋平監事（峡東） ◆末木一幸（峡東）

◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東） ◆宮下秀吉（郡南） ◆三澤厚司（郡東）

◆風間技術部長 ◇矢崎審判部長 ◇三科事業運営部長

◇横森潔キッズ部長 ◆野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長

◇神取一弘（技術部代理）

〈議事〉

司会：福田和久

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

②その他

（２）関東委員長会議報告（委員長）別紙

①関東選抜大会確認事項

②審判の諸問題

③2014 年度からの女子登録の諸問題

（３）第 37 回山梨県選抜少年サッカー大会総括（三科事業運営部長）別紙

（４）ニッサングリーンカップについて（三科事業運営部長）別紙

（５）チビリン山梨県大会及び地区予選について（事業運営部長・委員長）別紙

（６）4種事業の見直しについて（委員長・ワーキンググループ）別紙

（７）女子登録について

（８）こくみん共済 U-12 サッカーリーグについて（委員長）

【全労済よりお願い】

（９）その他
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議事経過

１．委員長挨拶

台風の中会議となりましたがこの一週間台風による被害・避難勧告などが報道されている。

大会実施についても判断が要求される。結果論として出来た出来なかったと言うことがいわれ

るが会場移動も含め選手の安全第一とした決断が必要ではないか思う。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

○審判部（矢崎部長）

・2014 年度審判資格更新講習会の参加者が少ないようなので早めの受講をお願いする。

○技術部（神取一弘 技術部代理）

・関東選抜大会出場選手 48 名の最終選考を 11月 4 日に行う

・県トレ U-11 について活動充実させていく、今年は下記の試合を計画し実施していく。

5 月（VF甲府）・10/27 愛知遠征 24 名（愛知県 TC・名古屋グランパス）

11/30 八田Ｇ20名（ヴェルディ）

・女子トレセンについて、ＪＦＡの意向を受け、今年は女子トレセンを技術部が主導して始

めた、4 年・5 年・6 年あわせて 80名が参加している。4 種県トレ開催日に同時開催してい

ることから会場・スタッフキャパの問題があり、今後開催会場や時間を変えることを検討

する。来年度は U-12・U-11 と女子トレセンが県トレ活動になる。

○広報部（鈴木部長）

・U-12 後期リーグは 10月 6 日にスタートした。各グループより試合結果、グループ研修、

U-9 指導者研修などの報告が来ている。随時ホームページに掲載している。

・U-11 リーグは 10月 26 日までとなっているが 2週続けて台風の影響でリーグが実施できて

いないことから、リーグ終了時期について問い合わせが有った（11 月中に実施又は 12 月

でもグループ内で調整の上で実施を認める）

○キッズ部（横森部長）

・10/12 キッズフェスティバル峡北実施した。

・11/9 キッズフェスティバル峡東開催予定

・10/20 ガールズサッカーフェスティバルは雨天中止。

・10/26 キッズ出前フェスティバル身延・南部地区は荒天が予想されるため中止とした。

（再調整の上、年度内の開催を目指す）

②その他

（２）関東委員長会議報告（委員長）別紙

□第 24 回関東選抜少年サッカー大会要項（別紙）

・12 月 7日（土）～8日（日）ひたちなか市総合運動公園陸上競技場・スポーツ広場

□競技日程・組合せ（別紙）

①関東選抜大会確認事項

【ユニホームの件】

・第 1 第 2 はピリオドは同色のユニホーム、第 3ピリオドは別の色でも可能とする。
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・2 年を目安に各県とも人数分のユニホームを準備をしていく。

【監督会議の件】

・監督会議は当日の朝に開催する・又は各会場にて行う。

【退場の処分】

・試合中に退場処分を受けた場合、そのピリオドは欠員のまま試合をする。

②審判の諸問題

【一人制の導入について】

・各県中央大会では導入している県もあるが、1級や 2 級審判員が担当している。

・地区予選は 4人制で開催している県が多数である。

・千葉県・栃木県では導入していない。（勝敗へのリスクが多すぎるため）

（栃木県では県協会に審判ビデオを投函された事例がある）

・各県の現状にあわせてほしいが、4 級審判員では無理があるかも知れない

（JFA 審判委員会高橋委員）

③2014 年度からの女子登録の諸問題（JFA 女子 今関委員）

【登録の現状】女子 U-12 以下に登録しているチーム数

・埼玉県 18 神奈川県 29 茨城県 4 山梨県 0

・東京都 70 千葉県 12 群馬県 3 栃木県 0

【各県女子連盟の危機感】

①登録料の問題 ②チームが無くなる心配 ③大会が無くなる心配

④女子選手の活動減少の心配

※今後各県とも 4 種委員会と女子連盟にて会議を持つ県が多数あった。

※4 種委員会内に女子部を持つ県や技術委員会に女子担当を持つ県もある。

※県女子委員長の中に現状を把握していない委員長がいるために進まない県もある。

（３）第 37 回山梨県選抜少年サッカー大会総括（三科事業運営部長）別紙

（全般）

１．天候にも恵まれ、関係各位の尽力により、スムーズな大会運営ができた。（特に峡中地区

関係者には感謝したい）また開会式・閉会式においても良い雰囲気の中で行われたと思える

ので継続していきたいと思う。

（駐車場）

２．駐車場の割り振りは当日朝早く行っていただいた。事前に各トレセンチームの駐車場所も

通知しておいたため大きな混乱はなかった。また、路上駐車している車の数も例年と比べて

減少しており、各チーム関係者の努力の賜であり、感謝するとともに継続して頂きたいと思

う。

（3 ピリオド制 出場時間）

３．フィールドプレーヤーの 91．5％が 45 分から 60 分間出場しており、3 試合出場が 91．5％、

2 試合出場が 7％（別紙）となり、育成年代にあった出場時間が取られていた。
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（試合時間等について）

４．各チーム及び運営委員の努力により大会スケジュールは、予定どおり消化することが出来

た。しかしぎりぎりのタイムスケジュールであり、1 月開催においては現行のタイムスケジ

ュールでは難しいと思われる。今後の課題として理事会の中で議論していただきたい。

以上

（４）ニッサングリーンカップについて（三科事業運営部長）別紙

□第 30 回ニッサングリーンカップ山梨県少年サッカー選手権大会 開催要項（案）

【要項の確認と修正】

・平成 26年 2月 9 日（日）、15日（土）、16日（日）、22 日（予備日）、23日（日）

・峡中会場責任者 望月一徳 携帯番号誤り訂正

●複数エントリーを希望するチームは、12 月 9 日（月）までにエントリー票及びエントリー

フィー（￥5，000-）を地区理事に提出する。

地区理事は、事業運営部長・会計にそれぞれ提出する。

●担当地区は 12 月 20 日までに会場確保の上、会場名と会場当番チーム名を郵送またはＦＡ

Ｘまたは Email で三科事業運営部長宛報告する。

●各地区は 12 月 20 日までに出場チーム抽選番号順を三科事業運営部長に提出する

【会場確保計画】

※1 日目 2 月 9日（日）予選リーグ 16 会場＝（甲府 8＋峡中 8）

・（担当：甲府地区・峡中地区）

・小瀬球技場 2面＝開会式会場

・各会場は小瀬の近くが望ましい（開会式後の移動時間と安全考慮）

※2 日目 2 月 15 日（土）予選リーグ 16会場＝（甲府 4＋峡中 4＋峡東 8）

・（担当：峡東地区）

・1 日目降雪等の場合、予備トーナメントで実施

・予備トーナメントの場合は 8 会場＝（小瀬 2＋峡東 6）

※3 日目 2 月 16 日（日）決勝トーナメント 2会場＝（小瀬球技場 2 面）

・（担当：甲府地区・峡北地区）

・1 日目延期の場合も小瀬球技場 2 面で可能である

・1 日目 2 日目とも延期の場合は 8 会場＝（甲府・峡中・峡東）

■予備日 2 月 22 日（土） 2 会場＝（小瀬球技場 2 面）

・（担当：甲府地区・峡北地区）

※最終日 2 月 23 日（日）準決勝・決勝・閉会式 1 会場＝（押原公園天然芝Ｇ）

・（担当：役員及び事業運営部）

・小瀬補助が使用できないため（改修）押原公園を使用する（午前中で終了）

・決勝戦テレビ放送が有るので会場について検討が必要（人工芝Ｇ使用の場合）

・閉会式会場を今後検討

・2 月 23 日小瀬球技場は県トレ使用に変更

【シードチーム選考と組合せ】

①U-12 リーグ後期の成績＝Ｇグループ（Ｆ・Ｍ・Ｗ）の各 1 位・2 位
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②全少山梨県大会決勝出場チームで 1 位・2 位

③全少山梨県大会決勝出場チームが①と重複した場合はＧグループ成績各3位のチームよ

り（勝点・総得点・総失点の順で優位のチームをシード）

（５）チビリン山梨県大会及び地区予選について（事業運営部長・委員長）別紙

【ＪＡ全農杯チビリンピック 2014 小学生 8 人制サッカー大会山梨県大会要項 案 】

１．平成 26 年 2月 2 日（日）

２．小瀬球技場

３．甲府＝2、峡中＝2、峡北＝1、峡東＝1、郡内東＝1、郡内南＝1 の 8チームによる

トーナメント戦

４．審判は主審 1 名と予備審判 1名の 2名とする

その他要項の確認を行った。

※抽選は次回理事会で実施する

【地区予選について】

・県大会同様の 3 ピリオド第 1・第 2 ピリオド選手総入れ替え制での実施

・各地区の参加予定チーム数 甲府 16、峡北 9、峡中 11、峡東 10、郡東・郡南

・予選が出来ない地区もある（参加チームが 1チームのみ）

・上位大会と違うレギュレーションで予選を実施することは良くない。勝ち上がっても上位

大会に出場できない可能性もある。

●今年度については各地区予選を経た 8チームによる県大会を実施する。

●地区予選の在り方については継続審議事項とする。

（６）4種事業の見直しについて（委員長・ワーキンググループ）別紙

全少開催時期移行にともなう 4 種事業の見直しについて評議員会でワーキンググループ提案

内容について一部地区より回答があった。

【峡北地区】別紙報告書提出

・リーグ戦方式やリーグ戦デー設定について各チームからの意見を聞いた内容を提出

【郡内東地区】スケジュールについて意見はなかった。地域行事は合間に入れていく。

【甲府地区・甲府市サッカー協会】

甲府市サッカー協会より甲府市サッカー協会事業と重複する2大会について日程変更につ

いて協議を依頼書が提出された。

①11 月開催＝全少山梨県大会 （甲府市サッカー協会杯）

②3 月開催＝ニッサングリーンカップ最終日（甲府市スポーツ少年団新人大会）

●全少大会については全国的な規模で大会事務局が計画していることであり、4 種理事会及

びワーキンググループでの検討結果について評議員会で提案されたスケジュールが大前提

となる。

●リーグ戦方式について各地区からの回答を得た上でワーキンググループ・理事会で検討す

る。

（７）女子登録について
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・2014 年より U-12 年代の女子を 4 種登録に統一することがＪＦＡで決定され、山梨県におい

ても 3 チームが対象となる。（登録地区については下記）

①武田消毒ジェイド（甲府） ②エスペランサ（峡東） ③フォルトゥナ SC（峡中）

・内規に基づきヒアリング指導を行うこととし、詳細は今後検討する。

（８）こくみん共済 U-12 サッカーリーグについて（委員長）

【昨日リーグ事務局及び全労済県本部の方々と確認事項】

「こくみん共済 U-12 サッカーリーグガイドマニュアル」に沿ってリーグ運営を行うことを各

グループには再度徹底をしてください。

【全労済よりお願い】

リーグ実施日に全労済より、保護者を対象にした商品案内をする機会を設けることについて

依頼があり下記要領ですすめる。

①後期リーグの日程を全労済に情報提供する。

②全労済が説明日を決定

③説明日のリーグ責任者に通知。責任者は各チームへ配信し保護者のご協力を求める。ただ

し、試合時間を考慮しリーグ責任者が説明開始時間を決め役員へ連絡する。

④役員は説明時間及び会場等を全労済へ通知する。

（９）その他

①キッズインストラクター養成講習会（キッズ部）

・キッズリーダー養成講習の伝達講習会を開催する

・平成 26年 1 月下旬（クレセガナール 金丸氏）

・各チームの特に低学年を指導している指導者の参加をお願い致します。

・Ｃ級取得指導者を対象に終日参加でリフレッシュ 10 ポイントが付与されます。4 種所属指導

者の多くの皆さんに参加していただきたい。

以上

議事録作成

広報部 鈴木和幸
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（社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会 議事録

平成 25 年度 評議員会

平成 25 年 9 月 21 日（土）開催

〈会議の名称〉

評議員会

〈会議の日時〉

平成 25年 9 月 21 日 午後 2 時～3 時 30 分

〈場所〉

ぴゅあ総合（甲府市朝気）中研修室・2階

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◆小林芳昭副委員長（峡中） ◆小笠原一郎副委員長（郡東）

◇福田和久副委員長（峡北） ◇志村祐会計（甲府） ◇藤田徹会計補佐（郡南）

◇高山洋平監事（峡東） ◆石原喜仁キッズ担当（峡北）◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇望月一徳食育担当（峡中） ◆末木一幸（峡東） ◇宮下秀吉（郡南）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇野口フットサル部長

◇鈴木和幸広報部長 ◇横森潔（キッズ部） ◇三澤厚司（郡東）

●ご来賓

・（社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 氏

●司会：福田和久副委員長

●評議員登録 84名の内出席者 69名

付議事項

１．開会の言葉

２．委員長あいさつ

３．来賓挨拶

４．報告・連絡事項

(1)全日本大会・関東大会・北関東大会出場チーム出場報告

（ＶＦ甲府 U-12・Ｕスポーツクラブ・ＦＣラーゴ河口湖 U-12・北杜 FC）

（フォルトゥナ SCU-12・JAAFC．甲斐 CIELO・VC 富士吉田ひがしＪｒ・リヴィエール FC）

(2)前期事業報告及び後期事業確認

(3)専門部報告事項（専門部長）

(4)全少開催時期移行による山梨県 4 種事業の見直しについて

(5)その他

５．こくみん共済 U-12 サッカーリーグ後期の確認及びグループ毎での調整

議事経過

１．開会の言葉 （福田副委員長）

本日はお忙しい中また遠方よりお集まりいただき大変ご苦労様です。

相互に挨拶を交わして開会いたします。
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２．委員長あいさつ（石原委員長）

○皆様評議員会に出席いただきありがとうございます。藤本副会長にはお忙しい中ご臨席い

ただきありがとうございます。

9 月 7 日にＪＦＡで行われた「リスペクトＦ.Ｃ.ＪＡＰＡＮ シンポジューム」（暴力根絶

に向けて）に参加した。ライセンス取得者には既にご案内の通り、暴力根絶の「宣誓」をお願

いします。また、ＪＦＡでは「暴力根絶相談窓口」を設置しているが、相談される内容では 4

種に関することが多く、特に「暴言」について相談がされている。我々4種に携わる指導者は

しっかりと理解をしていきましょう。

本日は、全少開催時期の移行に伴う山梨県 4 種事業の見直しについての提案がされますが、2

年後に向けて大幅な見直しが必要となります。リーグ戦も 3 年目をむかえ定着していくなかで、

山梨県 4種の新たなスタートをしていくことになる。

（資料訂正＝追加）北関東大会出場チームに「リヴィエールＦＣ」を追加をお願いする。

３．来賓挨拶 「藤本征男氏」（社）山梨県サッカー協会 副会長

○私自身 4 種の一員と自負している。4種委員会のシステマティックな組織の素晴らしさを

いつも感じている。関東少年サッカー大会山梨開催の運営も素晴らしく、関東の各委員長から

も絶賛された。8 人制審判に関する問題処理もあったが大会として大成功だったという感想を

持っている。また、全日本少年サッカー大会ではＶＦ甲府 U-12 が出場しフェアプレー賞を受賞

したことも賞賛された。

2020 年東京オリンピック開催が決定し、4 種年代の少年がそのころ 20歳前後となることで指

導者の皆さんも大きな夢を描いているのでないか。また、全日本少年サッカー大会の開催時期

移行が決まり年間事業の大幅な見直しが行われるということでご苦労とは思うがこれから先

100 年の計に向かってスムーズに良い形で子どもたちの育成につながることを願っている。

（ここで藤本副会長は所用により退席）

４．報告・連絡事項

(1)全日本大会・関東大会・北関東大会出場チーム出場報告（抜粋）

■第 37 回全日本少年サッカー大会出場報告（ベスト 8・フェアプレー賞）

第 37 回全日本少年サッカー大会・決勝大会にクラブとして初出場した。

1 次ラウンド 3勝、2 次ラウンド 2 勝と予選全勝し準々決勝へ進出した。

準々決勝では、チビリンピックの準決勝で敗戦したソレッソ熊本に 0-2 で敗戦した。

予選は雨でピッチコンディションが悪い中主導権をにぎり勝利することが出来た。二次リ

ーグで対戦した三菱養和（東京）に 6-1 勝利した試合は、ボールを動かしながらゴールに

進むというチームコンセプトを発揮した試合だった。ソレッソ熊本戦にに関しては、個の

レベル、アスリート性の部分で非常に力強く早く技術だけでない部分で劣っていたと感じ

た。大会を通じ県大会から選手たちは最後まで山梨代表として頑張ってくれフェアプレー

賞を頂き大変喜ばしいことと思う。全国大会参加まで皆様の応援いただいた中で目標とし

た優勝を達成することが出来なかったことを監督として反省している。

ＶＦ甲府 U-12・西川陽介
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山梨県 4種に携わって 4年経つが確実にレベルがあがっていると感じている、これからも

山梨県トレセンなど貢献していきたいと思っているので宜しくお願いする。

■第 37 回関東少年サッカー大会出場報告

●大会 1日目予選ラウンド 1 勝 1分、1位トーナメント古河（茨城）0-1 で敗退、5 位決定

戦では江南南 SS（埼玉）1-1PK 戦で勝利し 5 位となった。選手たちは持てる力を出し切り

良く戦ってくれた。今後につながる良い経験が出来たと思っている。

地元開催の中、大会役員はじめ審判団の方々、この大会を運営していただいた方々会場で

応援していただいた方々に心より感謝申し上げます。これから関東大会の経験と後期リー

グを活かして、最後のニッサングリーンカップに向けて取り組んでいく。

Ｕスポーツクラブ・白井

●石原委員長はじめ大会役員の方、地元開催ということで多くの皆様にお世話なりこの場

を借りて感謝申し上げます。予選リーグ 1 勝 1敗で 2 位トーナメント進出、2 位トーナメ

ント、バディ（神奈川）に敗れ 1回戦敗退となってしまった。

個々がボールのないところで周りを見ておき、マイボールになったときにしっかりプレー

出来ることを心がけたが、関東大会という高いレベル・ハイプレッシャーの中で周りを見

て準備をするということができず、ボール際・個人能力に差があった。選手のモチベーシ

ョンを上げることが出来なかった。後期 U-12 リーグを活かして改善していきたいと考え

ている。

ＦＣラーゴ河口湖 U-12 倉澤 隆

●4 種の皆様にご支援とご声援を頂き感謝申し上げます。須玉 SSS、明野 SSS が児童数減

少を見据え合併して 5年目で関東大会に出場できた。

予選リーグ 2 敗し、3位トーナメント敷島総合Ｇにて皆様の応援を頂いたが期待答えるこ

とが出来なかった。関東大会に出場できたことで満足してしまった。

後半年ですがより良いチームを作っていきたい。

北杜 FC・福田

■第 3 回北関東少年サッカー大会出場報告

●予選リーグ 3勝で決勝トーナメントへ進出、8人制・総入れ替えのルールの中でセカン

ドの差があったと感じている。2 日目は 2 敗してしまった。山梨県予選では VF 甲府、ラー

ゴさんに譲ったがこの大会出場経験を活かしてニッサングリーンカップではリベンジし

たいと思います。石原委員長はじめ 4 種の皆さんの応援いただきました今後とも宜しくお

願いします。

フォルトゥナ SCU-12・井上

●予選リーグ 1勝 2 敗で 3 位トーナメントへ、群馬 FC オーラ、群馬前橋エコークラブに

勝利して 3 位パート優勝することが出来た。後期リーグでもいろいろお世話になりますが

よろしくお願い致します。

JAAFC．甲斐 CIELO・大竹
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●チームは 19 名のうち 5 年生 3名、4年生 1名で出場した。予選リーグ 3 勝 1 位で 1 位パ

ートへ、山梨同士となった 1 回戦フォルトゥナに勝利したが、決勝で「ともぞうＳＣ」（栃

木）に敗れましたが北関東大会準優勝という成績を残すことが出来た。

予選でレギュレーションを都合良く解釈した選手起用をして勝とうとするチームがあり

残念だった。これから、U-12 後期リーグ・ニッサングリーンカップといい準備をして望み

たいと思う。今後とも宜しくお願いします。

VC 富士吉田ひがしＪｒ・高根

●気温も熱くなく、天然芝でとても良い環境でした。前後半総入れ替えのルールというこ

とで 20 名で参加したが、登録選手が 13名のチームもあり総入れ替え出来ないところで課

題を感じた。予選リーグ 2 勝 1敗で 2位パートへ進出。1 勝 1敗で 2位パート 3位という

成績でした。

リヴィエール FC

(2)前期事業報告及び後期事業確認

◇前期事業報告 （望月理事）

■主管大会他

4 月 6 日（土）

4 月 7 日（日）

4 月 16 日（金）

平成 25 年度定期総会（ぴゅあ総合）

～7 月 28 日（日）

こくみん共済 U-12 サッカーリーグ in 山梨 前期

第 1 回理事会

5 月 18 日（土） ～6 月 2日（日）

第 37 回全日本少年サッカー大会 兼

第 37 回関東少年サッカー大会山梨県大会地区予選

5 月 24 日（金） 第 2 回理事会

6 月 9 日（日） ～23 日（日）

第 37 回全日本少年サッカー大会 兼

第 37 回関東少年サッカー大会山梨県大会

6 月 8 日（土） ・6 月 15 日（土）

全日本記念 U-10 サッカーフェスティバル（小瀬球技場他）

6 月 15 日（土）

7 月 12 日（金）

ＪＦＡ47都道府県訪問会議（県協会会議室）

第 3 回理事会

7 月 20 日（土） ～21 日（日）

第 3 回北関東少年サッカー大会（群馬県伊勢崎市）

●予選リーグ

フォルトゥナＳＣ・3勝 1位

ＪＡＡ甲斐シエロ・1勝 2 敗 3 位

ＶＣ富士吉田ひがし・3勝 1位

リヴィエールＳＣ・2勝 1 敗 2 位

●2 日順位トーナメント

フォルトゥナＳＣ・2敗 1位パート 4 位

ＪＡＡ甲斐シエロ・2勝 3位パート 1 位
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ＶＣ富士吉田ひがし・1勝 1 敗 1 位パート準優勝

リヴィエールＳＣ・1勝 1 敗 2位パート 3 位

7 月 29 日（月） ～8 月 3日（土）

第 37 回全日本少年サッカー大会（静岡県時の栖）

●ヴァンフォーレ甲府 U-12

ラウンド 1 3勝 1位

ラウンド 2 2勝 1位

決勝トーナメント 対ソレッソ熊本 0-2（ベスト 8）

※フェアプレー賞受賞

8 月 16 日（金） ～18 日（日）

第 37 回関東少年サッカー大会（山梨県昭和町 他）

●予選リーグ

Ｕスポーツクラブ 1勝 1 分

ラーゴ河口湖 1勝 1 分

北杜ＦＣ 2敗

●順位トーナメント

Ｕスポーツクラブ 1位トーナメント 1回戦敗退

ラーゴ河口湖 2位トーナメント 1回戦敗退

北杜ＦＣ 3位トーナメント 1回戦敗退

9 月 7 日（土）

9 月 15 日（日）

9 月 21 日（土）

第 4 回理事会

ニッサングリーンカップサッカー教室（雨天・若草体育館）

平成 25 年度評議員会（ぴゅあ総合）

■キッズ関連事業

6 月 22 日（土）

6 月 29 日（土）

7 月 7 日（日）

7 月 20 日（土）

9 月 8 日（日）

キッズ U-6/U-8 サッカーフェスティバル in 郡内南

キッズ U-6/U-8 サッカーフェスティバル in 甲府

出前キッズフェスティバル（第 1回）＜大泉総合Ｇ＞

キッズ U-6/U-8 サッカーフェスティバル in 峡中

キッズ U-6/U-8 サッカーフェスティバル in 郡内東

■食育プロジェクト

4 月 6 日（土）

6 月 1 日（土）

8 月 23 日（金）

やまなしのお米「あしたのヒカリ」購入斡旋第 1弾（全チーム）

やまなしのお米「あしたのヒカリ」購入斡旋第 2弾（全チーム）

やまなしのお米「あしたのヒカリ」購入斡旋第 3弾（全チーム）

■ヴァンフォーレ甲府関連事業

4 月 3 日（水）

4 月 13 日（土）

4 月 24 日（水）

5 月 23 日（金）

5 月 11 日（土）

5 月 25 日（土）

7 月 13 日（水）

7 月 31 日（水）

7 月 31 日（水）

ＶＦ甲府ホームゲーム時における撤収作業（10名）

キッズチャレンジマッチ＜増穂 SC・昭和 SSS＞

キッズチャレンジマッチ＜塩山 SSS・山梨 SSS＞

キッズチャレンジマッチ＜勝沼 SSS・ﾘｽｶｰﾚ牧丘＞

キッズチャレンジマッチ＜FC ｱﾙﾋﾟｰﾉ・ｸﾚｾｶﾞﾅｰﾙ SC＞

キッズチャレンジマッチ＜忍野 SSS・VC 富士吉田 Jr＞

キッズチャレンジマッチ＜ﾃｸﾆｶﾙ SJr・竜王 SC＞

キッズチャレンジマッチ＜浅川 Jr・ｴﾙﾌｼｭﾘｯﾄ一宮＞

ＶＦ甲府ホームゲーム時における撤収作業（10名）
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8 月 28 日（水）

8 月 28 日（水）

キッズチャレンジマッチ＜昭和 SSS・中央市連合ﾁｰﾑ＞

ＶＦ甲府ホームゲーム時における撤収作業（10名）

■こくみん共済 U-12 サッカーリーグ運営委員会事業

9 月 6 日（金） 後期リーググループ実行委員会全体会

■山梨県サッカー協会事業

8 月 31 日（土） 第 93 回天皇杯 1回戦＜山梨県代表 VS 福島県代表（13名）

第 93 回天皇杯 2回戦＜ＶＦ甲府 VS 福島県代表（15 名）

●こくみん共済 U-12 サッカーリーグ前期成績

G-ｳｴｽﾄ :VF 甲府 U-12 G-ｾﾝﾄﾗﾙ :Ｕｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ G-ｲｰｽﾄ :ﾗｰｺﾞ河口湖

P-ｳｴｽﾄ :韮崎 SC P-ｾﾝﾄﾗﾙ :VF 八ｹ岳 U-12 P-ｲｰｽﾄ :竜王 SC

S-ｳｴｽﾄ :竜北 SSS S-ｲｰｽﾄ ：FantasistaFC S-ｻｳｽ :山城 SSS ﾎﾜｲﾄ

S-ﾉｰｽ :ｸﾚｾｶﾞﾅｰﾙ SC

◎フェアプレー賞

G-ｳｴｽﾄ :ﾎﾟｰﾙ高根 G-ｲｰｽﾄ :ﾗｰｺﾞ河口湖

P-ｳｴｽﾄ :玉穂 SSS P-ｾﾝﾄﾗﾙ :VF 八ｹ岳 U-12 S-ｻｳｽ :都留 VMC

◇後期事業確認 （高山理事）

■主管大会他

9 月 23 日（月） 第 37 回山梨県選抜少年サッカー大会＜敷島総合公園運動場＞

10 月 6 日（日） ～12 月 8日（日）

こくみん共済 U-12 サッカーリーグ in 山梨 後期

12 月 7 日（土） ～8 日（日）

第 24 回関東選抜少年サッカー大会＜茨城県ひたちなか市＞

平成 26年 2 月 2日（日）

チビリンピック 2014/8 人制サッカー大会山梨県大会＜小瀬補助＞

2 月 9 日（日） ～23 日（日）

第 30 回ニッサングリーンカップ山梨県サッカー選手権大会

■キッズ関連事業

10 月 12 日（土） キッズ U-6/U-8 ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 峡北＜御勅使ｻｯｶｰ場＞

10 月 26 日（土） 出前ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（第 2回）＜身延・南部地区）

11 月 9 日（土） キッズ U-6/U-8 ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 峡東＜御坂ｷｯｽﾞ広場＞

11 月 23 日（祝） ｷｯｽﾞ U-10 ｻｯｶｰ交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 峡北・郡東＜未定＞

ｷｯｽﾞ U-10 ｻｯｶｰ交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 甲府・郡南＜小瀬補助競技場＞

ｷｯｽﾞ U-10 ｻｯｶｰ交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 峡中・峡東＜未定＞

(3)専門部報告事項（専門部長）

○技術部（風間技術部長）

・9/7～8のナショナルトレセンミニキャンプに 10 名選手派遣をお願いします。

Ｕスポ（2 名）、ＶＦ甲府（7 名）ヴァリエ都留（1 名）

・12/7～8 日 茨城県ひたちなか市で関東選抜少年サッカー大会が行われる。

8 人制の 3 クオーターで、1 チーム 24 名の 2 チーム 48 名を選考する。
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7 月の関東ＭＴＭに派遣した選手とＶＦ甲府の選手を加え、尚県選抜大会で最終的に決定

をしたい。各チームには選抜選手のトレーニングやトレーニングマッチへの派遣をお願い

したい。直近では 9/30 日（日）ＶＦ八田グラウンドで県トレセン練習会とＴＭを予定し

てる。各地区の技術部員を通じて依頼しますので宜しくお願いする。

・2014 年度から女子選手は全員 4種に登録することになった。9 月 7日の全国委員長会議で

報告され 4 種が主体となって女子選手のトレセンを行っていくこととなった。

○事業運営部（三科事業運営部長）

・駐車場使用につきましては、選手保護者乗り合わせとうが行われている後期リーグにつき

ましても問題がないようにお願いする。

・ニッサングリーンカップ 2 月 9日の複数エントリーを希望するチームにつきましては 12

月 9 日までにエントリー票提出とエントリー料￥5，000-、地区理事を通じて提出をして

ください。

○キッズ部（横森部長）

・10/26 日（土）出前フェスティバル（身延・南部地区対象）はグラスツールフェスティバ

ル（ゲームとワークショップ）を使用して実施する。各地区キッズ部員の協力をお願いす

る。

・10 月 20 日ガールズサッカーフェスティバル 2013yamanashi を実施する。各チームに所属

している選手の参加を促してほしい。

・子どもたちをとりまくサッカー環境が変化している。サッカーをしたい女子や低学年から

サッカーをしたい子どもたちのためにも出来るだけ早い段階で良い環境を与えていくこ

とが大事であり 4 種の皆さんの協力をいただきたい。

○会計（志村会計）

・2014 年度Ｊリーグカレンダーの案内されるのでご協力をお願いする。申込みはチームで

まとめてメールと振込にて申込みをお願いする。

(4)全少開催時期移行による山梨県 4 種事業の見直しについて（風間・ワーキングＧ）

・2015 年度より全少大会は冬季に以降されることが決定し、春の定期総会で案内をしワーキ

ンググループを立ち上げ検討してきました。その中身と経過について別紙報告資料（案）

にて報告を行います。

・日本協会において、リーグ戦及び 8 人制の推進を図る中、山梨県 4 種でも 8 人制のリーグ

戦を取り入れ 3年目になる。ＪＦＡでは 8 人制リーグをやり込み、最も成熟した時期（冬

季）に全少大会を移行することが、大会の内容のみならず、この年代の変革に直結すると

考え 2015 年（平成 27年）より 12月の冬休み開催となりました。

■ＪＦＡの制限＝全少移行後のリーグ戦および出場チームの決定について制限を設けた

(1)年間リーグ(8 人制)をやり込み、テクニック(技術・判断)を向上させる。

(2)出場チーム決定について

①リーグ戦に参加しているチームが全日本大会に参加できる

②リーグの結果を反映させることや代表決定の大会方式は都道府県協会に委ねる

③都道府県大会の期間は、11 月(降雪地域は 10月)の 4 週間以内とする
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(3)年間リーグ戦は 20ゲーム程度（毎月 2 回・10 週程度のリーグデー）

・リーグ期間：4 月～10月の期間にバランスの良い日程で取り組む

・2 日間(土日)2試合まで ・1日 2 試合程度が望ましい

■山梨県 4 種委員会ワーキングでの検討結果

取り組みの提案

(1)リーグ戦が 3年目を迎え、目的である「サッカーを文化として定着」「選手個々の成果を

確保するための指導環境、育成環境を作る」ことに対し、徐々に成果が見えてきたと感じ

ている。今後もリーグ戦の定着を図り、目的意識を持って 4 種全体で取り組んでいきたい。

(2)山梨県 4 種委員会は、リーグ戦を「共通の意識を持った仲間との活動」としてとらえ、個

を育てるサッカー環境構築に向けて取り組んでおり、「全日本を目的としたリンクは行わ

ない」という前提で実施してきた。今後もこの考え方は変わることがないため、リーグ戦

結果から直接全少大会の予選とはしない。

(3)出場チームの決定は、トーナメント方式で行うことにより、11 月の 4 週間で決めること

が可能である。リーグ戦の結果でシードチームを作ることでリーグ戦の結果を反映させる

ことが出来る。リーグ戦を直接全少予選にする考えはない。

・シード方式は今後検討していく（例・Ｇ13／30＋Ｐ3／30 など）

(4)リーグ戦方式の検討も今後必要となる（前期・後期のステップアップ方式あるいは 1シー

ズン制）

■ＪＦＡ関連事業スケジュール

全日本少年サッカー大会 平成 27 年度以降、12月(冬休み中)

47ＦＡナショナルトレセン(見込み) 平成 27 年度以降、8 月第 1 土日含む

関東ＴＣマッチデー 未定

■関東サッカー協会 4種委員会関連大会の開催変更時期

第 39 回関東少年サッカー大会 平成 27 年度以降、8 月第 3 週

第 4 回北関東少年サッカー大会 平成 26 年度以降、8 月最終週

第 26 回関東選抜少年サッカー大会（27年度） 平成 27 年度以降、28年 2 月第 4週

■山梨県 4 種委員会ワーキングでの検討結果

スケジュール

①関東少年サッカー大会及び北関東大会山梨県予選について（案）

●6 月第 1 週～第 3 週の土日（4日間）ニッサン方式で開催

優勝・準優勝・第 3 位の 3 チームが「関東大会出場」

第 4 位～7 位の 4 チームが「北関東大会出場」（順位決定の詳細は別途）

平成 26 年より 7位決定戦実施

②全日本少年サッカー大会山梨県予選について

●11 月第 1 週～第 3 週の土日（4 日間）ニッサン形式で開催（理事会決定済）

優勝チームが「全日本大会出場」

③山梨県選抜少年サッカー大会（案）
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●リーグ戦開催時期の確保、並びに関東選抜大会が 2 月（第 4 週）移行にともない、

県選抜大会を 1月末に開催 平成 26 年度より 1月開催

④ニッサングリーンカップについて（案）

●ニッサンの最終日に関東選抜大会が重なることにより、通常時期 2 月開催としながら

最終日を 3 月第 1 週の日曜日に変更

H26 年度より予備日、決勝戦は 3月上旬

⑤地域との連携

●年間スケジュールを検討する中で、情報公開を素早く行い、地域との密な連携を図る。

■以上を踏まえ、山梨県 4 種委員会の年間スケジュールを別紙の通り提案する。

評議員会（平成 25 年 9月 21 日）で提案した内容を踏まえ、リーグ戦の開催方法などの

地域協議を経て平成 26年度総会で 26 年度事業と 27 年度移行の事業の在り方を決定した

いと考えている。

地域との連携という中には、各地区の協議会や地域で伝統的に行われている大会等と重

なることも考えられます。スケジュールについては地域の中で調整していただく以外にな

いと考えており、あくまで 4 種委員会公式の考え方として提案します。地域での大会はこ

れを避けていただくことを前提としていますので、そのことを踏まえて地域の中で協議を

していただきたいと思います。

司会： 質問時間をとります。これまでの報告内容等で質問がございますか？有る方は挙手

をして質問をお願いいたします。

質問：なし

補足（石原委員長）：地区協議の期限についてはどうか？

回答（風間）：U-12 リーグ全体会 2 月上旬か 1月下旬開催でリーグスケジュールを示す必要

から 12 月末から 1 月上旬とさせていただきたい。

■キッズ部 補足（横森部長）

・キッズリーダー養成講習の伝達講習会を開催する

・平成 26年 1 月下旬（クレセガナール 金丸氏）

・各チームの特に低学年を指導している指導者の参加をお願い致します。

・リフレッシュの 10 ポイントの付与されます。

(5)その他

①郡内東地区小笠原理事から三澤氏への理事交代について（石原委員長）

・小笠原一郎理事の一身上の都合により理事継続が困難なことから地区協議の上、三澤厚司

氏を後任者として任期 6ヶ月間を務めていただくこととなりましたので皆様の承認をいた

だきたい。
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●委員長お話しのように理事の責務を果たすことが困難ということで地区で協議の上推薦さ

れました。皆様の承認を得て来年 3 月まで短い間ですが務めさせていただきたいと思いま

すます。（郡東地区：三澤厚司）

賛成多数の拍手により承認された。

②審判更新講習会についてお願い（望月理事）

9 月から始まっている更新講習会、会場で受講する場合のふれあい文化館・双葉につきま

しては 12月 15 日で終了ですが申込の状況が良くないです。4 級の場合は 10 月からｅラー

ニングも選択できますが、会場で受講される方は早めに手続きをお願いします。

更新講習は登録者宛ハガキで案内していますが、転居された方は住所変更の届け（個人的

にＷｅｂサイトで）をしてください。

５．こくみん共済 U-12 サッカーリーグ後期の確認及びグループ毎での調整

以上

議事録作成 広報部
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録

第 3 回理事会

平成 25 年 7 月 12 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 25年 7 月 12 日（金） 午後 7 時 00 分～

〈場所〉

県協会会議室

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◆小笠原一郎副委員長（郡東）

◇福田和久副委員長（峡北） ◆志村祐会計（甲府） ◆藤田徹会計補佐（郡南）

◇高山洋平監事（峡東） ◇石原喜仁（峡北） ◆宮下秀吉（郡南）

◇望月一徳食育担当（峡中） ◆末木一幸（峡東） ◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇野口フットサル部長

◇横森潔キッズ部長 ◇鈴木和幸広報部長

〈議事〉

司会：福田和久

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

②その他

（２）関東委員長会議報告（委員長）別紙

（３）全少山梨県大会及び全少記念 U-10 フェス総括（三科事業運営部長・福田副委員長）別紙

（４）第 37 回山梨県選抜少年サッカー大会について（抽選含む）別紙

（５）規律委員会に（仮称）について（小笠原副委員長）

（６）4種事業の見直しについて（委員長・ワーキンググループ）別紙

（７）その他

①ＪＦＡ都道府県協会訪問会議報告

②第 39 回天皇杯全日本サッカー選手権について

③ＶＦ甲府ホームゲーム出労について

④ニッサンサッカー教室について

⑤U-12 リーグスポンサーについて

⑥レドンドＦＣについて

⑦ＪＦＡ全国サッカーファミリー調査について（別紙）

⑧その他

（８）第 37 回関東少年サッカー大会 in山梨について（委員長・担当役員）別紙
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議事経過

１．委員長挨拶

関東大会について時間を割いて協議したい。日本協会から熱中症について、注意喚起されたス

タッフ指導者の皆さんは十分注意して活動していただきたい。

２．協議事項

（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

7 月末に関東ＭＴＭが実施される。派遣参加選手 24 名、審判部に協力を依頼している。

・広報部 なし

・キッズ部

7 月 7 日キッズ出前フェスティバルを実施、約 60 名以上参加で盛大に行われた。

協会アンケートでは、楽しかったので是非また開催してほしいとの声が聞かれた。

キッズ部の初めての活動でしたが各地区の部員さんが献身的に参加していただき有意義

だった。

・フットサル部

U-12 の大会を小瀬体育館で実施する。

②その他 なし

（２）関東委員長会議報告（委員長）別紙

①第 37 回関東少年サッカー大会代表チームと組合せが決定した

東京都 ①横河武蔵野 FC ジュニア ②東京ヴェルディジュニア ③ＪＡＣＰＡ東京ＦＣ

埼玉県 ①江南南 SS ②浦和レッドダイヤモンズジュニア ③神川パルフェ

茨城県 ①鹿島アントラーズつくばジュニア ②古河 SS ③ＦＣ日立

群馬県 ①VIENTO．SC ②芝根リトルスター ③新里中央 FC

千葉県 ①マリーナ FC ②藤崎 SC ③花園 SC

栃木県 ①野原グランディオス FC ②JFC ファイターズ ③FC みらい

神奈川県①リトルジャンボ SC ②バディーSC ③ミハタ SC

山梨県 ①Ｕスポーツクラブ ②FC ラーゴ河口湖 U-12 ③北杜 FC

②関東選抜少年サッカー大会決定事項について

■競技規則については今年度より 8 人制へ移行する。平成 27年度全少開催時期移行に伴い 2

月最終週に開催する

■競技方法について・・・15 分・3 ピリオド・選手 24 名による総入れ替え

■審判について・・・4人制(主審・副審 2・第 4)

ユース年代の審判員を認める（少年大会の審判経験者が望ましい）

■エントリーは 24 名

③ＪＦＡ育成部会報告

U-12 のグランドデザインのひとつに、47ＦＡトレセン対抗戦(18 名・3ピリオド)

9 月のＪＦＡ理事会に上記グランドデザインが提出される予定である。
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（３）全少山梨県大会及び全少記念 U-10 フェスティバル総括

■全少山梨県大会総括（三科事業運営部長）別紙

（全体的）

１．県中央大会は、甲府、峡東、郡東、郡南地区に運営を担当して頂いた。会場確保、準備、

片づけ等献身的にご尽力いただき、また天候にも恵まれ全体的にスムーズに運営ができた

が、駐車マナーの問題、駐車票の未提示など今年も同じ問題が繰り返されてしまった。会

場の使用が制限されることがないよう、機会ある毎に喚起していきたいと思う。また、昨

年の反省にもあった【要項の開示を早くすること】が出来ずにご迷惑をお掛けしたので、

個々でお詫びするとともに来年度において改善したいと思う。最終日は押原公園天然芝ピ

ッチで行われ、ピッチ状態も良く、観客も近く、好条件の中で決勝・三位決定戦は行われ

たと思う。事前準備をして頂いた望月理事をはじめ山梨県サッカー協会の関係者の皆様に

お礼を申し上げます。

（日程)

２．天候にも恵まれスムーズに行え、良かったと思う。

（運営）

３．1 日目を峡東、郡東・郡南、2 日目を甲府で担当していただいたが、1 日目の小瀬補助競

技場を峡東だけでは大変だと思うので、来年は 1日目を甲府、峡東、郡東・郡南、2 日目

を役員・事業運営部で担当して頂いたらどうかと思う。

（交代選手）

４．ベンチ内の交代選手とそれ以外の選手は、それぞれ色違いのビブスを着用すべきである

が色の区別無く着用していたチームがあった。複数のビブスを着用する意味を理解して頂

きたいと思う。

（審判）

５．ハーフパンツでの審判、ウェアメーカーでないロゴの入ったパンツを着用。

審判証に写真を貼ってない審判員がいたので喚起したい。

（その他）

６．結果報告が鈴木広報部長に送られていないケースがしばしば見受けられた。

地区予選時の結果も含めて、徹底するよう喚起したい。以上（三科事業運営部長）

●その他（石原委員長）

・小瀬会場の運営については、①会場決定を優先 ②運営地区を決定する

・さまざまな問題ついて、各地区会議等で議題にするなど注意してほしい

■全少記念 U-10 フェスティバル総括（福田副委員長）

・U-10 フェスティバルの朝の運営に参加していないチームがあった

（４）第 37 回山梨県選抜少年サッカー大会について（抽選含む）別紙

○実施要項の見直し

今年度関東選抜大会の競技方法変更にともない山梨県大会の要項を見直しについて技術部よ

り提案された。
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開催時期は今年度の予定どおり 9月とし、8 人制の 3 ピリオド制に変更し、選手については

前後半総入れ替えの 3ピリオド目はフリー交代で最低 16 名、多くて 24名となる。

試合方法を変更せず実施の場合、試合終日程了時間に無理があり、選手ひとりの出場機会減

少してしまうことなどを考慮した。

【審議結果】

●試合時間

・15 分-15 分-5 分-15 分

●登録人数

・3 ピリオド全入れ替えはおこなわない

・登録メンバーは 22 名

・第 1・第 2 ピリオドは総入れ替え、第 3 ピリオドは交代自由

●審判人数（1人審判・4 人審判か？）

・育成指導の観点からこれまで同様 4 人審判でおこなう

【開催要項】

■平成 25年 9月 23 日（月・祝）

■敷島総合公園運動場

■会場準備 事業運営部及び峡中地区

■開閉会式 4種委員会

■競技運営 理事・専門部長・事業運営部

■審判 審判部（主審・第 4審判） 帯同審判員（副審）

＊組合せ抽選実施した

（５）規律委員会に（仮称）について（小笠原副委員長）

担当役員の事情について説明があった。

（６）4種事業の見直しについて（委員長・風間ワーキンググループ）別紙

JFA において、リーグ戦及び 8 人制の推進を図っているなか、8 人制リーグをやり込み、最も

成熟した時期（冬季）に全少大会を移行することが大会の内容のみならず、この年代の変革

に直結すると考え、2015 年（平成 27 年）より 12 月の冬休み開催と決定しました。

それにともない山梨県 4種事業の見直しについてワーキンググループでは、9 月の評議員会

で提案し、リーグ戦の開催方法などの地域競技を経て平成 26 年度総会で決定したいと考えて

いる。

■4 種委員会ワーキングでの検討事項

①関東少年サッカー大会及び北関東大会山梨県予選の開催方法について

②全日本少年サッカー大会山梨県予選の開催方法について

③山梨県選抜少年サッカー大会について

④ニッサングリーンカップについて

⑤年間スケジュールを検討する中で、情報公開を素早く行い、地域との連携を図る

■JFA の制限

(1)年間リーグ（8 人制）をやり込み、テクニック（技術・判断）を向上させる。
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(2)全少大会出場チームの決め方

①都道府県リーグに参加しているチームが全日本大会に参加できる。

(複数エントリーについては未決定)

②都道府県代表決定はリーグの結果を反映させおこなうものとし、代表決定のための大会

方式については都道府県協会に委ねる。

③都道府県大会の期間は、11 月(降雪地域は 10月)の 4 週間以内とする。

(3)年間 20 ゲーム程度（毎月 2 回(10 週)程度のリーグデー）

・リーグ期間：4 月～10月 ・バランスの良い日程

・2 日間(土日)で 2 試合 ・1 日 2 試合まで

■県外事業今後のスケジュール

＊JFA 関連事業

全日本少年サッカー大会 平成 27 年以降、12 月(冬休み中)

47FA ナショナルトレセン(見込み) 平成 27 年以降、8 月第 1 土日含む

関東 TC マッチデー 未定

＊関東サッカー協会 4種委員会関連大会の開催変更時期

第 39 回関東少年サッカー大会 平成 27 年以降、8 月第 3 週

第 5 回北関東少年サッカー大会 平成 27 年以降、7 月第 3 又は第 4 週

第 26 回関東選抜少年サッカー大会 平成 28 年以降、2 月第 4 週

（７）その他

①ＪＦＡ都道府県協会訪問会議報告(6 月 15 日県協会会議室)

(1)指導現場における暴力根絶について

(2)U-12 年代グランドデザインについて

(3)女子サッカーの普及策

(4)Ｊエントリープロジェクト状況報告（新管理システムについて）

(5)サッカーファミリー調査について

（JFA より登録チームあてにアンケートを実施する、未回収の調査協力をおこなう）

②第 39 回天皇杯全日本サッカー選手権について

役員出労について確認をおこなった

■1 回戦 平成 25 年 8月 31 日(土)中銀スタジアム 開門 11 時 キックオフ 1時

①集合時間：午前 8 時 30 分

②分担：会場設営及び案内 入場券売り場 入場整理 計 13 名

■2 回戦 平成 25 年 9月 7 日(土)中銀スタジアム 開門 11 時 キックオフ 1 時

①集合時間：午前 8 時 30 分

②分担：会場設営及び案内 入場券売り場 入場整理 計 15 名

■フェアプレーフラッグ

③ＶＦ甲府ホームゲーム出労について

※平成 25年 7月 31 日（水） 対 ベガルタ仙台 19：00Kickoff

撤収作業のみ（小林・志村・高山・望月・末木・小林哲・三科・矢崎・野口・鈴木）

※平成 25年 8月 28 日（水） 対 サンフレッチェ広島 19：00kickoff
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撤収作業のみ（石原・小笠原・福田・藤田・石原喜・宮下・三科・小林哲・風間・野口）

④ニッサンサッカー教室について

平成 25年 9 月 15 日(日) 櫛形総合Ｇ

役員・事業運営部の参加人数を確認 8/17 まで

⑤U-12 リーグスポンサーについて

１．リーグ名称「こくみん共済 U-12 サッカーリーグ in 山梨」

２．会場装飾・リーグ名称横断幕の掲出

リーグ戦実施会場内に横断幕を必ず掲出する。（1 会場 2枚以上）

３．ＨＰ、公式印刷物への記載内容

ＨＰ・実施要項・ポスター・ちらし・プログラム等には正式なリーグ呼称及び特別協賛

社名（商品名）を記載してください

４．各種プロモーション活動（参加チームへの提供物 等）

参加チームへの提供物使用をお願いします。各チームに直接送付されます。

５．リーグ実施の情報提供

試合のスケジュール、結果、写真などの事前及び事後の情報提供

各種指導者（保護者）向けセミナー

公式Ｗｅｂサイト情報収集

⑥レドンドＦＣについて（別紙・鈴木）

第 2 回理事会での聴取後、事案報告チーム代表者と甲府地区役員での再協議を実施した。

否定された「勧誘の事実関係を争うことは当該選手や保護者も含めて混乱を招くこととな

りチームとして望むところではない」「当該チームとはリーグ戦等で既に活動をともにし

ている」「今回の事案を報告し各委員会で対応されたことに意味があった、これ以上の対

応は望まない」との話があった。

●結果的に本人の事実確認がないままチーム代表者とのやりとりになかですすめてしまった

ため詳細について確認が出来ず反省しなければならない。

●規約規定・内規の読み込みやチーム内での徹底を含め、全チームがマネジメントを見直す

機会としてほしい。

●4 種委員会は相互の信頼関係を持って活動していることを再認識する必要があり、指導者

の資質向上は今後も大きなテーマである。

●今後こういった事案に対しては、規律委員会による対応が望まれる。また懲罰規定を設け

ることの是非についても検討していく必要があると思われる。

⑦ＪＦＡ全国サッカーファミリー調査について（別紙）

前述

⑧その他

○平成 25年度評議員会について

■期日：平成 25年 9月 21 日（土）午後 2 時～ 役員 1時集合

■場所：ぴゅあ総合 2階・中研修室

・全少移行に伴う 4 種事業の見直しについて
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・前期報告・後期事業の確認

○第 4 回理事会兼チビリン及び関東大会打ち上げ

■平成 25年 9月 7 日（土） 午後 6 時～

■石和 ホテル常盤

（８）第 37 回関東少年サッカー大会 in山梨について（委員長・担当役員）別紙

・駐車場管理（参加チーム別乗り入れ台数）の確認 乗用車 130 台

・駐車票を活用して整理する方法をとる（登録数送付）

・2 日目（16 チーム分）押原周辺の駐車場確保について

・押原公園一般車両を考慮（夏休み中の公園利用者）

・押原公園全体で 150 台

・体育館、総合会館、図書館、押原小学校などの駐車場を検討（大型 7台・中型バス）

・8 月 5日全体会で各施設の使用状況を確認し、駐車場所計画をつくる。

・メンバー表各チームへ送付する。

・各チームからの協賛金を徴収

・運営役員名簿の確認

●看護師手配について

●押原天然芝グラウンドの設営について、ゴール（18 日のみ）

●8 月 5日（月）全体会議

・全体スケジュール、部門別スケジュール、最終確認と打ち合わせを行う。

・スタッフピステ配布する。

・敷島会場物品受け渡しを行う。

●監督会議出席者と懇親会準備の分担を確認した。

以上

議事録作成

広報部 鈴木和幸
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録

第 2 回理事会

平成 25 年 5 月 24 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 25年 5 月 24 日（金） 午後 7 時 00 分～10 時 30 分

〈場所〉

県協会会議室

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◇小笠原一郎副委員長（郡東）

◇福田和久副委員長（峡北） ◆志村祐会計（甲府） ◇藤田徹会計補佐（郡南）

◇高山洋平監事（峡東） ◇石原喜仁（峡北） ◆宮下秀吉（郡南）

◇望月一徳食育担当（峡中）◆末木一幸（峡東） ◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇野口フットサル部長

◇横森潔キッズ部長 ◇鈴木和幸広報部長

〈議事〉

司会：福田和久

付議事項

１．委員長挨拶

２．聴 取

３．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

②その他

（２）関東委員長会議（委員長）別紙

（３）全少記念 U-10 サッカーフェスティバルについて（福田副委員長）別紙

（４）全少山梨県大会について（委員長・三科事業運営部長）別紙

（５）規律委員会に（仮称）について（委員長・担当役員）

（６）その他

①ＪＦＡ都道府県協会訪問会議について

②山梨県選抜少年サッカー大会の日程について

③全少大会 Twwitter について（送付済）

④平成 25年度 4種事業予定について （別紙）

⑤その他

（７）第 37 回関東少年サッカー大会 in山梨について（委員長・担当役員）別紙

議事経過
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１．委員長挨拶

２．聴 取

「登録選手の移籍に関する山梨県 4 種委員会申し合わせ事項」に抵触する事案について

関係者より聞き取りをおこなった。

３．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

○事業運営部

・なし

○審判部

・ユース審判 14名（大学生 1 名・高校生 13 名）トレセンとして活動していく。4 種の審判

活動もおこなうのでよろしくお願いする。

○技術部

・6 月 2日関東 U-12 ワーキングを実施する。

○広報部

・ＪＦＡでは、全少特別サイトを立ち上げ全国の予選スケジュール、試合結果を掲載する。

○キッズ部

・新規事業である出前キッズサッカーフェスティバルを 7月 7 日（日）に開催する。現在準

備を進めている（北杜市大泉地区及び長坂・高根もエリアにいれる）。

○フットサル部

・なし

②その他

○食育プロジェクト

・今年度の田植え・稲刈り事業は地主さんの都合により実施が出来なくなった。

・あしたのヒカリ等の販売は今後も実施する。

（２）関東委員長会議（委員長）別紙

①関東大会山梨県開催の要項について了承された。

②関東選抜少年サッカー大会について

・3 ピリオド制・登録人数 24 名・総入れ替えで決定した。

・詳細は 6 月の会議で決定の意向

・開催日は 2015 年度は（茨城県）、2016 年 2月第 4 週の土・日に開催する。

③北関東大会について

・開催日：平成 25 年 7月 20 日（土）～21 日（日）監督会議 19日（金）

・試合形式：8人制に移行する。（群馬県 詳細は後日）

④チビリン全国大会について

ＶＦ甲府 U-12 3-0 グランセナ新潟 FC（新潟）

2-1 ベガルタ仙台Ｊｒ（宮城）

7-0 帝人 SS（愛媛）

5-0 名古屋グランパス U-12（愛知）

Ｂグループ 1 位
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準決勝・Ａグループ 2位ソレッソ熊本 U-12 0-0PK2-3 ベスト 4

※優勝：ベガルタ仙台Ｊｒ

（３）全少記念 U-10 サッカーフェスティバルについて（福田副委員長）別紙

・既に各地区に組合せ等配布している、変更等あるので都度案内する。

・雨天時のフローを作成した

「会場担当役員」

・6 月 8日 小瀬球技場 （小林副委員長、望月、矢崎）

小瀬補助 （石原委員長、志村、石原）

花鳥の里 （末木、風間、宮下、藤田、野口）

・6 月 15 日 小瀬球技場（志村、鈴木、福田）

花鳥の里 （高山、三科、小笠原、小林、横森）

・担当役員は「朝の会」を実施する。段取りと結果を集計し 1 位チームに盾を授与のあと、結

果を広報部へ報告する。

・実施・中止の判断を 6時にする。

中止の場合、遅らせて実施の場合参加地区理事に連絡をし、地区理事は参加チームへ連絡を

する。

・雨天中止の場合は、代替え日を設定して実施します。

・1 位チームに贈呈する盾を担当役員に預けた。

（４）全少山梨県大会について（委員長・三科事業運営部長）別紙

・大会要項及び会場の確認を行った

・トーナメント表の確認を行った

・6 月 9日（日）小瀬球技場（担当：峡東）2会場

・6 月 9日（日）下吉田第二小Ｇ（担当：郡東・郡南）2会場

・6 月 16 日（日）小瀬補助競技場（担当：甲府）1 会場

・6 月 22 日（土）予備日：会場未定（担当は会場決定後：事業運営部）

・6 月 23 日（日）押原公園天然芝（役員・事業運営部）

・最終日の会場設営・横断幕提示・応援スペースなど昨年同様に設置

・役員出欠確認を行った

・審判部派遣要請 16日準々決勝・準決勝 23 日最終日 人数確認依頼

・北関東大会代表順位決定は昨年同様 16日準々決勝敗退 4 チームによる抽選とする。

・16 日小瀬球技場使用については峡東地区が担当する。

・事業運営部参加人数確認依頼

・横断幕掲載の方法について確認した。（順番等）

（５）規律委員会に（仮称）について（委員長・担当役員）

・委員会を立ち上げることについて、懲罰を与えることを目的とするのではなく、規約・規程

集の「指導者行動規範」に反する事象を理事会として正していくことが指導者育成の一環と

して望ましいと考える。

・次回理事会に基本的な内容を提案する。
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（６）その他

①ＪＦＡ都道府県協会訪問会議について（委員長）

■平成 25年 6月 15 日（土）午後 2 時～ 県協会会議室

■テーマ：ＪＦＡ

・指導現場における暴力根絶について

・U-12 年代グランドデザイン U-12 リーグ 3年目検証と結果

・女子サッカーの普及策

・Ｊエントリーシステムプロジェクト状況

（新Ｗｅｂ登録管理システム）

■出席予定者

・石原委員長・小林副委員長・福田副委員長

・風間技術部長・三科事業運営部長・矢崎審判部長・鈴木広報部長

○全少 U-10 フェスティバルと同日となるので担当者は調整して参加してほしい。

②山梨県選抜少年サッカー大会の日程変更について（委員長）

・会場都合により 9 月 16 日（月・祝）から、9月 23 日（月・祝）に変更する。

・運動会の季節でもある、事前に各地区で調査を行い確認してほしい。

・23 日は県トレマッチデーが予定されているので変更が必要となる。

③全少大会 Twwitter について（送付済）

・

④平成 25年度 4種事業予定について （委員長・別紙）

・関東選抜大会（2 月第 4 土日）、北関東大会等、関東大会、などの日程が決まったことか

ら、今後の山梨県 4 種事業のスケジュールについては概略が見えてくる。ワーキンググル

ープで検討をする。26年 4 月の総会での提案を目指す。

⑤その他

○規律に関する意見（小笠原副委員長）

・U-12 リーグでは、様々な問題が発生している。各グループにおいて積極的に指導者講習

会、保護者を含んだ講習会を実施し、指導者のレベルアップや指導者規範の意識を高め

ていくことが大切だ。

・問題が発生した際の U-12 リーグ運営委員会、役員で共有する必要がある。事案につい

て公開し共通認識を高めることも良い。

・駐車場使用について、いまだに目に余る違反行為が見受けられる、注意を聞き入れない

こともある。

○U-11 リーグ全体会開催について （福田リーグ運営委員）

・平成 25年 6月 7 日（金）19:00～ 押原公園管理棟 2階

・G-セントラル、G-イースト、P-セントラル、P-ウエスト

S-セントラル、S-ウエストに属するチーム

（甲府 15・峡中 22・峡北 6・峡東 2・郡東 2・郡南 2）計 49 チーム

・P-イースト、S-イーストに属する 20 チームは峡東郡東郡南地区理事を中心に実施する

（遠方より会議出席を考慮）
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①2013 リーグをめぐる状況と方針について

②2013 グループリーグ実行委員会の編成（メンバー確認等）

※「グループリーグ日程表」「エントリー表の提出、取りまとめ」については各グループ

で調整する。

※U-11 リーグエントリチーム数 69 チーム

（峡北 6、峡中 22、甲府 15、峡東 10、郡東 7、郡南 9）内複数エントリー5 チーム

（７）第 37 回関東少年サッカー大会 in山梨について（委員長・担当役員）別紙

・開催要項の再確認を行った

・実施計画書の確認

・人員の確認 ・審判部 25 名 ・広報部 4 名 ・技術部 6 名 ・事業運営部

・駐車場使用台数の報告を受けてから人員を割り振る。

・人員配置 17 日・18 日・2 会場の割り振りを次回理事会に提出すること

・監督会議 8 月 16 日（金） 懇親会の参加者確認を行った

・開会式の確認 17 日（土）9 時～ 押原公園、全チーム参加で実施する。

・押原公園天延芝会場使用サッカーゴール（VF八田）運搬は 18日（日）のみ

・プラクティスシャツを作成する。サイズ提出

・開閉会式の実施の確認

・プログラム掲載 役員名簿の確認を行った。

以上

議事録作成 広報部



（社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会 議事録

平成 25 年度 定期総会

平成 25 年 4 月 6 日（土）開催

〈会議の名称〉

定期総会

〈会議の日時〉

平成 25年 4 月 6日 午後 2 時～4 時 30 分

〈場所〉

ぴゅあ総合 大研修室・2 階 （甲府市朝気）

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◇小笠原一郎副委員長（郡東）

◇福田和久副委員長（峡北） ◇志村祐会計（甲府） 藤田徹会計補佐（郡南）

◇高山洋平監事（峡東） ◇石原喜仁キッズ担当（峡北）◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇望月一徳食育担当（峡中） ◇末木一幸（峡東） ◇宮下秀吉（郡南）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇野口フットサル部長

◇鈴木和幸広報部長 横森潔（キッズ部）

◇評議員出席：62 名（委任状含む） 他オブザーバー約 20 名

◇ご来賓

・（社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 氏

・ＶＦ山梨スポーツクラブ・トップチームアシスタントコーチ

アカデミーダイレクター 保坂 不二夫 様

・（社）山梨県サッカー協会 技術部長 深沢一とも 様

〈議事〉

司会：福田和久

付議事項

１．開会の言葉

２．委員長あいさつ

３．祝辞

４．受賞報告

５．新規登録チーム紹介

６．議事

(1)平成 24 年度事業報告（理事・専門部長）

(2)平成 24 年度決算報告（会計・専門部長）

(3)監査報告 （監事）

(4)「規約・規程集」の一部改定について（委員長）

(5)平成 25 年度活動基本方針

(6)平成 25 年度事業計画案

(7)平成 25 年度予算案

(8)その他



①全少大会開催時期移行スケジュールについて

②その他

７．閉会の言葉

【総会終了後講演会】を開催

（社）山梨県サッカー協会技術委員長 深沢一とも氏

「個の育成・チーム造り」

議事経過

１．開会の言葉（福田和久）

○本日は年度当初のお忙しい中、遠方よりお集まりいただきご苦労様です。これより定期総会

を開会いたします。まず起立し、互礼を交わします。

２．あいさつ

○４種委員会委員長 石原 幸周

・各チーム、ご来賓の皆様ご出席いただきありがとうございます。

・総会終了後、「4 種年代に於ける個の育成とチーム造り」について、深沢一とも県技術委

員長に講演をお願いいたします。

・サッカー環境が大きく変わろうとしている、全少が 8 人制に変わり、関東大会、選抜大会

も 8 人制が決定した。全少開催日の冬休み移行が決まるなどの大きな変革の時期、皆様と

共に山梨 4 種年代の力強い新しい土壌を作り上げていきたい。

○ご来賓紹介

（社）山梨県サッカー協会副会長 藤本 征男 様

（株）ＶＦ山梨スポーツクラブ・アカデミーダイレクター

トップチームアシスタントコーチ 保坂 不二夫 様

（社）山梨県サッカー協会技術委員長 深沢一とも様

３．祝辞

（社）山梨県サッカー協会副会長 藤本 征男 様

・4 種委員会が認知されてきた。日本サッカー11 人制から 8 人制移行という激動の時期に委

員長はじめ執行部を中心に非常に熱心に取り組んでいただき感謝申し上げる。

・チビリン関東の開催について各都県の委員長が大変感心していただいた。関東大会の山梨

開催についても夏に予定されている。

・キッズ部の新設は素晴らしい取り組みであり期待している。

（株）ＶＦ山梨スポーツクラブ・アカデミーダイレクター

トップチームアシスタントコーチ 保坂 不二夫 様

・ヴァンフォーレの活動、アカデミーの活動にご理解ご支援いただき感謝申し上げます。

・8 人制スタートし、個々の育成に成果が見られる。山梨県フットボールカンファレンスに

では 4 種年代の重要性が明らかになった。個々にいる皆さんが情熱をもって指導されている



ことが非常に重要である。各区種別のコミュニケーションを大切にさらに良いものにしてい

きたい。ヴァンフォーレスタッフも協力していきたいと考えている。

４．受賞報告

「平成 24年度（社）山梨県サッカー協会功労賞表彰者報告」（藤本副会長より紹介）

■国母サッカースクール・流石 正廣 様

■中央湯田Ｊｒ・ 小林 松雄 様

５．新規登録チーム紹介

◇甲府地区 アバンソＦＣ ・河西 正幸 様

◇峡東地区 リスカーレ牧丘ＳＳＳ ・澤登 芳仁 様

◇郡東地区 Ｕ.Ｆ.Ｃ ＤＲＥＡＭ ・中野真紀夫 様

◇郡南地区 道志トルベジーノＪｒ ・佐藤 建蔵 様

◇郡南地区 Ｆantasista ＦＣ ・早川 嘉明 様

・各チーム代表者より挨拶をいただいた。

■4 種事業にご支援いただいている

・株式会社モルテン スポーツ事業本部東京支店 中村様より挨拶をいただいた。

モルテン様より全少公式サッカーボール 2 個を出席チームに抽選でプレゼントされた。

６．議事

議 長：内田 淳（峡中・若草バイキング SSS）

◆評議員出席：62 名（委任状含む）

「社団法人山梨県サッカー協会４種委員会規約」第１７条２項により、総会成立。

(1)平成 24 年度事業報告（理事・専門部長）

■4 種委員会平成 24 年度事業報告（小林副委員長）

・資料の通り報告された。

■平成 24年度活動基本方針の検証（石原委員長）

・資料の通り報告された。

■各専門部の事業報告

食育プロジェクト：望月一徳、事業運営部：三科部長、審判部：矢崎部長

技術部：風間部長、広報部：鈴木部長、フットサル部：野口部長

・資料の通り報告された。

(2)平成 24 年度決算報告（会計）

■2012 年度決算報告（志村会計）

・資料の通り報告された。

(3)監査報告（高山監事）

■2013 年 3 月 15 日に監査の結果相違ないことを認めた。

※（１）から（３）議案まで質問意見等なく、挙手多数により承認された。

(4)「規約・規程集」の一部改定について（石原委員長）

■山梨県サッカー協会の一般社団法人化にともなう名称変更



・６月の認可を受けてからの改定となる。

■キッズ部の新設

第 14 条(専門部)に追加

(6)キッズ部（各地区より 2 名）

第 15 条（専門部の役割）に追加

(6)キッズ部

県内のＪＦＡ公認キッズリーダーインストラクターと連携をとり、4 種におけるキッ

ズ関連事業の企画・運営にあたる。

※質問意見等なく、賛成多数により承認された。

(5)平成 25 年度活動基本方針

■活動基本方針説明（石原委員長）

・継続事項について資料の通り説明された。

・新しく盛り込まれたキッズ部活動、4種大会見直しのワーキンググループ設立。

(6)平成 25 年度事業計画案

■平成 25年度事業計画説明（小林副委員長）

・資料訂正 U-12 リーグ 4 月 7日～（正）

・資料訂正 評議員会 9 月 21 日(正)

・資料訂正 北関東大会 7 月 20 日～21 日群馬県(正)

・資料の通り提案された。

■各専門部事業計画提案

事業運営部：三科部長、審判部：矢崎部長、技術部：風間部長、

広報部：鈴木部長、フットサル部：野口部長

・資料訂正 複数エントリーのエントリーフィー￥5，000-(正)

他資料の通り提案された。

(7)平成 25 年度予算案

■平成 25年度予算提案（志村会計）

・資料の通り提案された

※(5)～(7)合議案まで一括 質問意見等なく、賛成多数により承認された。

(8)その他

①全少大会開催時期移行スケジュールについて(石原委員長)

・ＪＦＡより提案された 2015 年に向けたスケジュールについて説明された。

②その他

・関東大会山梨県開催に際して各チームより協賛のお願いをする。

1 チーム￥5，000-の協力をお願いする。

※質問意見等なし

７．閉会の言葉

議長のスムーズな進行お疲れさまでした。

以上

議事録作成 広報部
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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録

第 1 回理事会

平成 25 年 4 月 16 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 25年 4 月 16 日（金） 午後 7 時 00 分～

〈場所〉

県協会会議室

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府） ◇小林芳昭副委員長（峡中） ◆小笠原一郎副委員長（郡東）

◇福田和久副委員長（峡北） ◇志村祐会計（甲府） ◇藤田徹会計補佐（郡南）

◇高山洋平監事（峡東） ◇石原喜仁（峡北） ◇宮下秀吉（郡南）

◇望月一徳食育担当（峡中）◇末木一幸（峡東） ◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇風間技術部長 ◇野口フットサル部長

◇横森潔キッズ部長 ◇鈴木和幸広報部長

〈議事〉

司会：福田和久

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

○事業運営部

○審判部

○技術部

○広報部

○キッズ担当

○フットサル部

②その他

（２）臨時関東委員長会議報告 別紙

（３）役員内の分掌について（委員長）別紙

（４）平成 25 年度活動基本方針について（委員長）

（５）全少記念 U-10 フェスティバルについて（委員長・福田副委員長）別紙

（６）全少山梨県大会の細部について（委員長・事業運営部長）別紙

（７）チビリン関東大会報告（委員長・事業運営・技術・審判）

（８）第 37 回関東少年サッカー大会について（委員長）別紙

（９）申し合わせ事項に反する勧誘事案について（委員長・広報部長）別紙

（10）4種事業の見直しについて(委員長・ワーキンググループ)
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（11）その他

①平成 25年度小瀬・北麓・押原年間予定について

②U-12・U-11 リーグについて

③その他

議事経過

１．委員長挨拶

チビリン関東大会ご苦労様でした。いろいろなところから、環境面、大会運営面とも高い評価

をしていただいている。皆様に感謝する。

関東少年サッカー大会についても成功裏に終わるように協力をお願いする。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

○事業運営部

・なし

○審判部

○技術部

・なし

○広報部

・2013 年度登録全チームが終了した

・U-12 リーグが開幕し、試合結果の報告が入ってきている。ＨＰへの掲載をはじめた。

・エントリー表、グループ名簿がそろい次第運営委員会役員に送付する。

○キッズ担当

○フットサル部

・Ｃ種では、使用ボールが 4 号ボールから 3 号に変更となった。これまでは大人も子どもも

同じボールだったが子どもについては小さいサイズになった。

②その他

○食育プロジェクト、第 1 弾を総会時に案内した。再度ご協力をお願いする。

（２）臨時関東委員長会議報告 （委員長）別紙

①関東大会競技規則について

・山梨県 4 種委員会で作成している競技規則等の説明を行った。（8）で協議する

②関東選抜大会の競技規則及び開催時期について

・8 人制で決定。詳細は次回委員長会議にて茨城県より提案される。

・開催時期は 2014 年 12 月第 1 週、2015 年度より 2 月第 4 週の土曜～日曜に決定した。

（ニッサン大会、最終日と重なる）

（３）役員内の分掌について（委員長）別紙

○平成 25年度役員内の役務分担

●地区理事は、新しい「役員名簿」「4種委員会登録名簿」の配布をお願いする。

（４）平成 25 年度活動基本方針について（委員長）
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役員で分担し取り組んでいく、さまざまな課題の抽出や検証などスムーズに事業を推進できる

ように取り組んでほしい。

1．競技力向上のための活動強化

・横森キッズ部長

2．「キッズモデルＦＡ」事業、「キッズ年代エリート教育に関する『リードＦＡ』」事業へ

の協力と提言

・横森キッズ部長 ・石原喜仁理事

3．主管大会の抜本的な見直し

U-12 リーグ戦

・小林副委員長 ・福田副委員長 ・三科事業運営部長 ・風間技術部長

・矢崎審判部長 ・鈴木広報部長

4 種各種大会見直しＷＧ

・小林副委員長 ・福田副委員長 ・風間技術部長

・志村理事 ・高山理事 ・小林哲理事 ・藤田理事

4．ヴァンフォーレ甲府への支援

・小林哲理事

5．フェアプレー及び指導者モラルの一層の向上

・小笠原副委員長 ・宮下理事 ・石原理事 ・末木理事

6．食育推進のための新たな取り組み

・望月理事

（５）全少記念 U-10 フェスティバルについて（委員長・福田副委員長）別紙

最近 2 年は雨で予定日に実施できず、延期した経緯がある。

◇開催趣旨

全日本少年サッカー大会県予選の期間中、U-10 年代の子どもたちの交流を図る

日本サッカー協会の指導及び援助を受けて実施する。

◇平成 25年 6月 8 日(土) 35 チーム

・小瀬球技場（2 面・5チーム×2＝10 チーム）（小林副、望月、矢崎）

・小瀬補助競技場（2面・5 チーム×2＝10 チーム）（委員長、志村、石原）

・花鳥の里Ｇ（3 面・5チーム×3＝15 チーム） （高山、風間、宮下、藤田）

◇平成 25年 6月 15 日(土) 25 チーム

・小瀬球技場（2 面・5チーム×2＝10 チーム）（志村、鈴木、福田）

・花鳥の里Ｇ（3 面・5チーム×3＝15 チーム）（末木、三科、小笠原、小林、野口）

・2 日間合計 60チームで実施可能

◇小瀬会場はラインカー・メジャーを担当役員が用意する

◇小雨決行、著しく荒天の場合は延期朝 6 時 30 分に判断し各地区理事からチームへ連絡

◇参加資格は、4 種登録チームの 4 年生以下

◇8 人制 12 分-3 分-12 分 5 チームのリーグ戦（1 チーム 4 試合）

◇交代自由、全選手に出場機会を与える

◇各パートの優勝チームに縦を授与

◇会場準備・撤収作業に各チーム 1 名出労する
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◇参加申込みは 5 月 12 日まで地区理事が取りまとめる。（後日チーム配付用、取りまとめ用紙

をメールで送る

●参加チームの地区配分

登録チーム数の割合から、参加 60チームの配分を決定した。

・甲府 16チーム ・峡中 16 チーム ・峡北 7チーム

・峡東 9チーム ・郡東 6 チーム ・郡南 8チーム

（６）全少山梨県大会の細部について（委員長・事業運営部長）別紙

○地区予選は 6月 2 日までに決定すること。

○各地区最終日予定

甲府 5/25 峡北 6/1 峡中 5/25 峡東 5/25 郡東 5/25 郡南 6/1

・各地区において出場チームの順位を決定しておくこと。

・地区代表が決定しましたら地区理事は、直ちに所定の書式にデータを入力し委員長及び広報

部長に送付してください。

※組合せを地区理事へメールをしますので、該当チームへ送付願います。

※県大会プログラムは初日に会場ごとでチームに配布してください。

○全少・関東・北関東すべて 8 人制となった。

○各地区出場枠

参加チーム数により配分を行った（これまでは登録チーム数）実質的な配分となる。

・甲府９チーム ・峡北３チーム ・峡中９チーム

・峡東４チーム ・郡東３チーム ・郡南４チーム

○開催日及び会場

・１日目６月９日（日）

小瀬球技場２面（担当： ） 未定会場２面（担当： 峡東郡東郡南）

・２日目６月１６日（日）

小瀬補助競技場１面（担当：甲府）小瀬球技場（担当会場を使用してください）

・予備日６月２２日（土）会場未定（担当： 郡内）

・最終日６月２３日（日）押原公園天然芝（担当：役員・事業運営部）

○最終日運営の出場チーム 1 名の動員は不要とする。（押原会場は役員事業部で足りる）

○開催要項をメールで送付、広報部ではホームページへ掲載をお願いする。

○32 チームによるトーナメント戦

（７）チビリン関東大会報告（委員長・事業運営・技術）

●お礼（関東各委員長）

・素晴らしい天候に恵まれ、又あの環境、協議役員の皆様の努力・働きにより大会がスムー

ズに進行され、無事終了したことを感謝します。ＶＦ甲府の活躍には、山梨の皆さんの心

が託されたような気がしました。素晴らしい大会になりました。山梨の多くの関係者の方

に感謝申し上げます。ありがとうございました。

・素晴らしい大会でした。多くの方のテキパキと動く姿を見て、ここまで来るにはどれぐら

い話し合いを重ねたことだろうと感心しました。たくさんの気配りを感じました。ありが

とうございました。
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・素晴らしい大会運営と素晴らしい会場で子どもたちも満足したことと思います。関東大会

も素晴らしい大会になるでしょう。役員の手際のよさは私たちの県も見習いたいと思いま

す。

・その他にも閉会式での技術評価について、細部まで丁寧に検証してあり感心した。各都県

でも参考にしたいとの評価をいただいた。

●藤本副会長より（委員長）

・「昭和町内の清掃ボランティア活動が大会翌日にあり、会場の様子について大きな大会の

後にも関わらずゴミが落ちていなかったとの話を聞き、とてもうれしく感じた」とのお話

しがあった。

●競技運営委員会総括（三科事業運営部長）

1．競技運営に関しては、出場選手枠のルールについて何件かの問い合わせがありましたがそ

の他については特に問題は見受けられませんでした。

参加チームのご協力によりスムーズな運営ができたと思います。

2．コートの準備に関しては、前日に天然芝のコートはラインを引いていただいてあり、人工

芝コートのポイントも打っておいていただいたので設営時間の短縮をすることが出来まし

た。望月理事及び押原公園スタッフの方々に感謝いたします。

事業運営部の方々にも、初日の集合を 1時間繰り上げて準備をしていただき感謝いたしま

す。

3．危惧されていたコート間の仕切に関しては、望月理事お手製の仕切ネットによりボールが

行き来することが殆どありませんでした。

望月理事に感謝いたします。

4．メンバー表提出及びユニホームチェックに関しては、30 分前が守れないケースが見受け

られました。監督会議での徹底・場内アナウンスを活用する必要があったと思います。

5．決勝トーナメントに関しては、準決勝で予選リーグの再戦となるケースが起きていたので

２日目の決勝トーナメントの組合せは再考の余地があると思います。

6．決勝戦に関しては、決勝戦を 3位決定戦と分けて行ったことで多くの選手が決勝戦を観戦

でき、良い雰囲気の中で行えたと思います。

また、決勝戦の入場セレモニーも雰囲気作りに花を添えていて良かったと思います。

●技術部総括（風間技術部長）

・4 人の技術部員がバランス良く全チームを見て、ビデオ撮影も行い技術評価に取り組んだ

・研修的に多くの部員で行いたかった。関東大会では体制を整えて実施したい。

（８）第 37 回関東少年サッカー大会について（委員長）別紙

■開催要項

①大会主旨

日本の将来を担う少年たちが、サッカーを通じて心身を鍛える中で、技能と体力を向上さ

せると共に、健康でたくましい児童を育成する。

②主催

関東サッカー協会・関東サッカー協会第 4 種委員会

③主管

（社）山梨県サッカー協会第 4 種委員会

④後援
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（社）山梨県サッカー協会

⑤協賛

（株）モルテン （株）ユナイテッドフォトプレス

⑥期日

平成 25年 8 月 17 日（土）開会式・予選リーグ

平成 25年 8 月 18 日（日）順位トーナメント・表彰式・閉会式

⑦会場

押原公園人工芝グラウンド天然芝グラウンド・敷島総合公園運動場

⑧監督会議

平成 25年 8 月 16 日(金)午後 5 時 30 分～ 場所未定

(受付：午後 5 時)

出席者：各チームスタッフ 2 名、各都県委員長及び役員

内容：大会運営全般

⑨開会式

平成 25年 8 月 17 日（土）午前 9時 00 分～ 押原公園

⑩参加チーム

関東各都県から推薦された２４チーム

⑪参加資格

(1)大会実施年度の第 4種及び女子(小学生)に加盟登録したチームであること。(準加盟チ

ームを含む)

(2)上記チーム構成は単一チームに限られ、年間を通じて継続的に活動していること。

(3)上記チームに所属する選手であり、日本サッカー協会発行の登録選手証（顔写真付き）

を有する者。

⑫大会参加費 ￥10，000-

⑬チーム構成

(1)チーム構成は、引率者 3 名以内、大会登録人数は制限しない。ただし、試合登録人数

は 18 名以内とする。

(2)参加選手は健康であり、且つ保護者の承認を得ていること。また、参加チームは傷害

保険（スポーツ安全傷害保険）に加入していること。

(3)大会における選手の傷害等の補償は、傷害保険の範囲のみとし、主催者はその一切を

負わないものとする。

⑭競技規定

今大会より 8 人制とし、（公財）日本サッカー協会 8 人制サッカー競技規則による。但し、

以下の項目については、本大会用として、大会規定を定める。

(1)プレー時間：40 分（20 分の前後半、インターバルは 5 分）

(2)試合の勝者を決定する方法(40 分で勝敗が決しない場合)

・予選リーグ：引き分け

・順位トーナメント：同点の場合 3 人によるＰＫ方式

・決勝戦：5分 2 回の延長戦を行い、決しない場合は 3 人よるＰＫ方式により決定する。

(3)全試合、開始 30 分前にメンバー表を提出する。

(4)ベンチ入り人数は、指導者 3名以内、選手の人数は制限しない。但し、試合に出場し

ない選手は異なるビブスを着用する。
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(5)競技者は常に 8 名(内１人はゴールキーパーとする)

(6)交代は、自由な交代とする。但し、ゴールキーパーが交代する場合は除く

●用具のチェックは必ず実施、交代ゾーン設ける（矢崎審判部長）

(7)選手証の提示を必要とする。メンバー表に記載された氏名と選手証と本人を照合(各チ

ームとも 1 試合目のみ照合する)

選手証に不備（不携帯・写真貼付等）があった場合は当該選手又チームは出場できない。

(8)大会期間中、警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合は出場できない。又、退場を命じ

られた選手は、次の 1試合に出場できず、それ以降の処置については、本大会の規律・

フェアプレー委員会で決定する。尚、規律委員会メンバーは関東各都県委員長とする。

競技者が退場処分を命じられた場合は、交代要員の中から競技者を補充することが出来

る。

主審は、競技者が補充される間は試合を停止する。

(9)退席となった監督・コーチは次の 1試合はベンチ入りできない。

(10)競技者の用具は、「サッカー競技規則」及び「ユニホーム規定」に従う。シューズは

固定式

ゴールキーパーは登録されたＧＫユニホームを着用のこと。

ビブスは不可。

(11)フィールドの大きさは、68ｍ×50ｍを推奨する。その他のサイズは 11 人制と同様に

する。

(12)暑熱下において、前・後半中程に飲水タイムを設ける。

⑮試合方法

(1)予選は 3 チームを 8パートに分けリーグ戦を実施、2 日目に各パートの 1 位～3 位によ

る順位トーナメントを実施。

(2)予選リーグは、勝点（勝３・分１・負 0）・得失点差・総得点・当該チームの対戦成績・

抽選の順で決定する。

(3)審判は１人制とする。補助審判 1 名を指名し、記録・交代管理・計時を行う。審判員

は山梨県サッカー協会審判委員会より派遣。

⑯組合せ

関東サッカー協会第 4種委員長会議において抽選を行う

⑰表彰

1 位グループの優勝・準優勝・第 3 位・第 4 位、第 5 位(4 チーム)

2 位・3 位グループの第 1 位及び第 2 位を表彰する

■各都県代表決定日

東京都 6 月 9日

埼玉県 6 月 16 日

茨城県 6 月 30 日

群馬県 6 月 9日

千葉県 6 月 23 日

栃木県 6 月 16 日

神奈川県 6 月 16 日

山梨県 6 月 23 日

■組合せ
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予選リーグ

Ａパート～Ｈパート 3チーム×8 パート＝24チーム

順位トーナメント

1 位～3 位トーナメント 8 チーム×3 グループ

●1 位・2 位グループは 2 会場を同時（グループごと）に利用し 3 位決定戦の待ち時間を無く

すようにする。

●天然芝の利用を少なくすることで芝の養生と、ゴール後かたづけの時間の短縮が出来る。

◇その他

●急な荒天（雷雨）の対応について予め申し合わせておく必要があるので今後検討していく

（神奈川県大会を参考に）

■実施計画

１ 大会期日

２ 会場

押原公園人工芝グラウンド(2 面)

押原公園天然芝グラウンド(2 面)・18 日(日)のみ

敷島総合公園運動場(2面)・18 日(日)1 面のみ

17 日(土)押原会場：12チーム 敷島会場 12 チーム

18 日(日)押原会場：1位、2 位チーム(16 チーム)

敷島会場：3位パート(8 チーム)

３ 運営委員会

※運営委員は 4種役員 18 名、事業運営部員 11名 計 29 名＋ａ

■委員長 石原幸周

■副委員長 小林芳昭(敷島会場統括責任者)

■事務局長 志村 祐

■競技運営委員長 三科健二郎

押原会場競技運営責任者 三科健二郎

敷島会場競技運営責任者 野村(甲府)

■総務運営委員長 風間 斉

押原会場総務運営責任者 風間 斉

敷島会場総務運営責任者 末木一幸

■式典運営委員長 福田和久

押原会場式典運営責任者 福田和久

敷島会場式典運営責任者 石原喜仁

■広報委員長 鈴木和幸

押原会場委員

敷島会場委員

■技術委員長 風間 斉

押原会場委員

敷島会場委員

■審判委員長 矢崎幸一
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押原会場審判委員

敷島会場審判委員

４ 大会スケジュール

●監督会議及びレセプション

①期日：平成 25年 8月 16（金)午後 5時 30 分～ (受付：午後 5時)

②会場：未定

③内容：大会要項及び確認事項、競技場の注意、諸連絡、質疑応答

④出席：参加チーム(2名)

都県委員長及び都県役員、委員長・事務局長・各運営委員長

⑤レセプション：ホテル慶山 午後 6 時 30 分～

⑥出席：参加チーム(2名)、都県委員長及び都県役員、山梨役員

⑦宿泊：ビジネスホテル白扇（TEL262-4883・石和町四日市場 1854）

●大会初日：8月 17 日(土) 押原・敷島両会場同時進行

①開会式：午前 9 時～ （押原会場にて全チーム参加）

②第 1 試合：午前 10時 50 分～

③第 6 試合：午後 3 時～

④試合終了：午後 3 時 50 分

⑤一部撤収作業

●大会 2日目：8 月 18 日(日) 押原・敷島両会場とも同時進行

①第 1 試合：午前 9 時～

②準決勝：午前 11 時 30 分～

③３決・決勝 （敷島会場は連続となるため 1時間休息をとる）

④閉会式：午後 2 時 10 分～

（押原１・２位グループ表彰／敷島 3 位グループ表彰）

⑤撤収作業

５ 運営委員役務

■委員長

全体総括・関東 4 種委員会及び各チームとの連絡及び調整

大会要項作成、パンフレット作成

関東サッカー協会、県協会、協賛社との連絡 他

■副委員長

敷島会場を統括

■事務局長

参加チーム申込書作成

宿泊、弁当斡旋業務

会計業務、事務全般業務

■総務運営委員長

受付、接待、弁当業務
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駐車場案内・整理 他

■式典運営委員長

監督会議運営及び次第作成、開・閉会式運営

レセプション企画運営

■競技運営委員長

会場準備(コート設営、本部テント、チーム控え場所テント)

試合運営(場内放送、選手証チェック 他

大会運営上の注意、競技上の注意の作成

■広報部長

試合結果記録、掲示、配布 他

■技術部長

技術面の評価及び課題抽出 他

■審判部長

審判員確保、割り当て 他

■運営委員

各地区事業運営部員 11名 ＋ａ

６ 確認事項

①テントの確保(24 チーム分) ※業者に依頼済 設営・撤収含む

②駐車場の確保

※17 日(土)押原会場 12 チーム・敷島会場 12チーム

※18 日(日)押原会場 16 チーム・敷島会場 8チーム

※押原→昭和町体育館駐車場を借用 押原小学校駐車場の借用確認する

※敷島→各チームの駐車場確保

③会場設営

※テントは 1 張り 2 チームで併用

17 日 18 日とも押原会場 8 張り・敷島会場 6 張りとする。

（2 日目に両会場のチーム数が変わるがテントの移動はしない）

※横断幕の掲示

横 10ｍ×縦 1ｍの横断幕を押原 1枚・敷島 1 枚掲示する

※ベンチテント

ベンチ用に簡易テントを設営（借用先は？）

・17 日押原 4 張り・敷島 4 張り

・18 日押原 8 張り・敷島 2 張り

④サッカーゴールの運搬（押原会場へ 2セット・ＶＦ甲府八田Ｇより借用予定）

（運搬用トラック・運転手は手配済。積み下ろし作業は手伝う）

18 日のみ押原天然芝会場で使用 18 日早朝ゴール運搬

⑤放送設備 押原会場、敷島会場とも設備あり

⑥看護士の有無

７ 関東大会に向けて今後のスケジュール

■平成 25年 4月 15 日(月) 関東委員長会議
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・関東大会開催要項及び試合形式決定

■平成 25年 4月 16 日(火) 第 1回理事会

・開催要項説明、大会運営委員の決定、大会までのスケジュール案 他

■平成 25年 5月 31 日から 24 日(金)へ変更 第 2 回理事会

・各運営部のタイムスケジュール提案、人員配置計画 他

■平成 25年 6月 22 日（土） 関東委員長会議

・関東大会組合せ抽選

■平成 25年 7月 10 日（水） 大会申込み締切日及び協賛金締切日

■平成 25年 7月 12 日（金） 第 3 回理事会

・各運営部のタイムスケジュール決定、人員配置計画決定、協賛金の徴収

参加チーム状況把握確認

■平成 25年 8月 9 日から 5 日（月）へ変更大会運営委員会全体会議

・最終打ち合わせ

・出席者：役員・事業運営部・地区参加者

（９）申し合わせ事項に反する勧誘事案について（委員長・広報部長）別紙

・前回の理事会後通知した、具体的な取り組みや対応について回答があった。

・懲罰を求めるものではなく、十分な反省と再発防止の対応が 4種の取り組みとなる。

・今回の事案を公開し規約規定の十分な読み込みを全チームに求める。

●回答の内容については、不十分という意見が多く出されたため、理事会として当事者の聞

き取りを行う事とし、再度当該チームに通知する。聴取は次回理事会の冒頭に設定する。

（10）4種事業の見直しについて(委員長・ワーキンググループ)

・8 月：関東大会（8 人制）

・12 月：冬休み全少大会（8 人制）

・2 月最終土日：関東選抜大会

・2 月ニッサングリーンカップ（最終日は第 4日曜日から 3 月第 1 日曜日の可能性もある）

●U-12 リーグ戦、関東・北関東大会出場権・全少大会・チビリン・ニッサングリーンカップ

について年間スケジュールを作成する。

（11）その他

①平成 25年度小瀬・北麓・押原年間予定について

・北麓公園管理事務所へ出向き、事前打ち合わせをしてください。

・日程会場は必ず使用する。又荒天時中止の場合「小瀬」及び「北麓」の管理事務所へ中止

の連絡を必ず行う。 小瀬：055-243-3111 北麓 0555-24-3651

・各会場の使用後は必ず清掃作業を行う。

②U-12・U-11 リーグについて

③その他

・ＪＡチビリンピック全国決勝大会
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■開催日：平成 25 年 5月 3 日～5 日

■場 所：日産フィールド小机・日産スタジアム

■代表チーム

○北海道：コンサドーレ札幌 U-12 ○東北：ベガルタ仙台 U-12

○関東１：東京ヴェルディジュニア ○関東２：ヴァンフォーレ甲府 U-12

○東海：名古屋グランパス U-12 ○北信越：グランセナ新潟 FC

○関西：SS クリエイト ○中国：シーガル広島

○四国：帝人サッカースクール ○九州：ソレッソ熊本 FC

以上

議事録作成 広報部


