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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 26年 4月 25日開催 

〈会議の名称〉 

理事会 

〈会議の日時〉 

平成 26年 4月 25日（金） 午後 7時 00分～9時 45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）◆風間斉（峡東）◆宮下秀吉（郡南）

◆三澤厚司（郡東）◇末木一幸（峡東）◇小林哲ＶＦ甲府担当（郡東） 

◇望月一徳食育担当（峡中）◆内田淳（峡中）◇村松貴志（峡北） 

◇三科事業運営部長  ◇矢崎審判部長 ◇神取一弘技術委員長 

◆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：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．協議事項 

（１）ニッサングリーンカップ総括（事業運営部長） 

（２）全日本・関東山梨県大会について（委員長・事業運営部長） 

（３）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） 

（４）平成 27年度事業予定について（委員長） 

（５）U-12リーグ委員会について（委員長・リーグ委員長） 

（６）キッズ関連事業について 

（７）情報の共有化について 

（８）その他 

①評議員会について 

②規約規定について 

③年度途中の移籍について 

④その他 
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議事経過 

１．委員長挨拶 

・平成 26年度第 1回の理事会、課題が多いが秋の評議員会に向け新任者も含めて一致協

力して理事会を進め、地区への伝達や取り纏め等しっかり取り組んでほしい。 

２．報告事項 

（１）委員長報告 

・なし 

（２）専門部報告 

■事業運営部 

・なし 

■審判部 

・審判証の発送が遅れていたが概ね終了した。新年度の審判証を活用してほしい。 

■技術委員会 

・今年度県トレ 4月 27日（押原天然芝）から始まる。 

・12時～14時 Ｕ-12、継続実施メンバーＦＰ57名・ＧＫ3名。 

・14時～16時 Ｕ-11各地区メンバー甲府（FP10・GK2）峡東（FP11）郡東（FP6）郡南

（FP9）峡北（FP7）ＶＦ（FP14・FP1）峡中（選考後参加）。FP57名 GK3名/合計 60

名でスタートする。 

・14時～16時 女子トレセン（当日参加）を実施。 

・5月 3日 VF甲府アカデミー主催Ｕ-11交流大会に参加する。Ｕ-11山梨県選抜 2チー

ム参加（27日選考）。櫛形総合Ｇ・押原Ｇ・ＶＦ八田Ｇ3会場で実施。 

・GKスクール U-11・12実施について 5月 19日～6月 30の月曜日、各地区を通じて募集

する。 

・5月 25日県トレは全少各地区予選と重なるため、日程・内容を変更して開催する。決

定後通知する。 

■広報部 

・4月よりキックオフが再開となった。登録申請が多数上がっている。 

・Ｕ-12リーグが開幕し、各グループより日程・試合結果の報告があがっている。順次

ホームページに掲載している。 

■キッズ部 

・なし 

■フットサル部 

・なし 

 

（３）その他 

・なし 

 

３．協議事項 

（１）ニッサングリーンカップ総括（事業運営部長）別紙 

・実施日：平成 26年 3月 8日（土）9日（日）16日（日） 

・場所：押原公園天然芝ピッチ他 

・天候：晴れ（決勝）気温は低め 
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１．観測史上初の大雪に見舞われた大会であったが、4種チームの除雪作業等のご尽力

により無事開催することが出来ました。4種チームの団結力行動力の素晴らしさを改

めて感じました。心よりお礼申し上げます。 

その一方で、保護者と思われる方からの心無い発言がなされ、駐車台数も割り当て台

数を超えるケースが見られました。 

保護者もチーム関係者であることを再度確認していただき、各チームにおいて周知徹

底をお願いしたいと思います。 

２．大雪のため 3回戦トーナメント方式で開催しました。試合数が 9試合に増え、会場

当番チームだけでは運営が難しいパートもあったと思いますが、理事にもお手伝いを

お願いしたいと思います。 

３．審判証の不携帯、写真の不貼付があり、会場当番チームが審判を代行したとの報告

がありました。審判証に不備のあったチームに何もないと正しくしているチームが損

をして不公平との意見も出されたようなので、今後は最終試合までに写真を撮って貼

って持ってくる、取りに帰って持ってくることを徹底したいと思います。 

事業運営部長 三科健二郎 

○駐車場の問題について、周知徹底されていない状況が続いている。今後は何らかの

アクションが必要ではないか（委員長） 

○審判証の不携帯・不備についてもアクションを起こす必要を感じる。リスペクト担

当が関与し検討してほしい。（委員長） 

○指導者証の携帯についても検討していく。 

【理事会決定事項】 

■サッカー関係車両の駐車台数に制限のある会場においては駐車証の掲示がない車両

は駐車できない。 

■審判証の不携帯・写真不貼付などがあった場合は、早急に対処のうえ当日の審判割

り当てに対応する。 

（各地区を通じて所属チームに伝達する） 

 

（２）全日本・関東山梨県大会について（委員長・事業運営部長）別紙 

【会場確認】 

■初 日：6月 8日（日）小瀬球技場（2会場）・下吉田第二小（2会場） 

■2日目：6月 15日（日）小瀬補助（2会場） ★小瀬球技場（2会場） 

■予備日：6月 21日（土）小瀬補助・小瀬球技場 

■最終日：6月 22日（日）小瀬補助（テレビ中継）※横断幕掲示料負担発生する。 

■山梨県大会の提案（三科事業運営部長） 

・大会出場チーム（地区大会）平成 26年度登録 88チームの内 86チーム。欠場チーム

は、南部ＦＣ・ＦＣＳＡＢＩＯ 

・出場枠については、登録数ではなく出場チーム数により計算する。 

・甲府 9、峡中 8、峡東 4、峡北 4、郡南 4、郡東 3 合計 32チーム 

・トーナメント・シードについては事業運営部で作成する。 

・地区予選は 6月 1日までに必ず決定すること。 

・各地区予選最終日 

6月 1日＝甲府 
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5月 31日＝峡北、峡中、峡東 

5月 25日＝郡南 

■出場チーム枠・順位が決まり次第、メールで連絡＝広報部長・委員長 

・組み合わせ作成次第、公開する。地区理事は該当チームへ送付願う。 

 

・大会プログラムは初日に会場ごとにチームへ配布する。 

 

（３）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月 7日（土） 20チーム 

・小瀬補助（2面・5チーム×2＝10チーム） 

・小瀬球技場（2面・5チーム×2＝10チーム） 

■6月 14日（日） 25チーム 

・小瀬球技場（2面・5チーム×2＝10チーム） 

・花鳥の里（3面・5チーム×3＝15チーム）   合計 45チーム 

■8人制・5チームのリーグ戦、12分-3分-12分 

■パートごとに順位を決定し、パート優勝チームに盾を授与する。 

■各会場準備は参加チームにより行う・設営 7時 30分集合及び撤収に 1名 

  小瀬は 8時 

■参加申し込みは 5月 11日（日）までに各地区理事あてに行うこと。 

■参加チーム数（地区割り） 

甲府 12チーム、峡中 12チーム、峡北 5チーム、 

峡東 6チーム、郡東 4チーム、郡南 6チーム  合計 45チーム 

・同チーム複数参加は不可とする。 

・必ず参加できるチームのみとし、キャンセルは不可です。 

【追記】 

理事会後、敷島総合Ｇ会場提供があり 6月 7日（土）1面 5チーム（甲府 2、峡中 2、

峡北 1）が追加となりました。（4/30） 

■当日の役員役割 

・雨天時の実施・中止判断、地区理事へ連絡 → 参加チームへ連絡 

①朝の会場づくり責任者 ②朝の打合せ ③試合結果記録 ④表彰 ⑤結果報告 

・記録写真 （試合スナップ・表彰式スナップなど） 

 

（４）平成 27年度事業予定について（委員長） 

■・全少大会・ナショナル TC・関東大会・北関東大会の日程が決定したことから 4種

委員会事業のスケジュールを検討していく。 

■関東予選・全少予選の大会形式について今後改めて検討する。 

■リーグ戦については U-12運営委員会で検討する。 

■チビリン県大会・県選抜大会スケジュール調整を今後検討 

■次回理事会までにメールにて意見交換したい、全員対象に送付してほしい。 

 

（５）U-12リーグ委員会について（委員長・リーグ委員長） 

■2014年度 支援制度 U-12リーグの諸手続き（一部）等は、委員会に委ねる。 
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（年度初めの「企画提案書」等は委員長が提出） 

・「実施報告書」「星取表」「指導者研修会実施報告書」 

・提出期限はリーグ終了後 1か月以内（書式有） 

 

（６）キッズ関連事業について（委員長） 

■キッズアカデミー 

・Ｍ３、Ｍ５の部分を、キッズ部に移管していく方向で検討していきたい。 

 

（７）情報の共有化について（委員長） 

■地区理事・専門部・委員会等の情報を全役員が共有する必要を感じている。 

 

（８）その他 

①評議員会について（委員長） 

 ・平成 26年 9月 20日（土）午後 2時～ ぴゅあ総合・大研修室 

②規約規定について（委員長） 

 ・原稿の最終確認、締め切り 5月 9日（金） 

 ・第 2回理事会にて配布する。 

③年度途中の移籍について（委員長） 

・年度途中の移籍は 60日間の出場停止となっているが、リーグ戦及び各種大会にお

いて移籍選手の確認がなされていなかった。今年度より「リスペクト推進担当」

による確認作業をお願いいしたい。具体的な方法を検討してほしい。 

④その他 

■会計に関して（委員長） 

「U-12 リーグ委員会」「キッズ部」活動に際して予算がない。また、27 年度から

の「関東大会山梨大会」予算は新たに計上されることとなり、事業費の確保は大

変難しい状況である。事業費について意見等積極的に提案してほしい。 

 

■ＪＡチビリンピック全国決勝大会（委員長） 

・開催日：平成 26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（決勝） 

・代表チーム 

 北海道：ＭＩＲＵＭＡＥＦＣ 

 関東１：レジスタＳＣ 

 関東２：川崎フロンターレ 

 東 海：名古屋グランパスＵ-12 

 北信越：エスプリエ長岡ＦＣ 

 近 畿：兵庫ＦＣ 

 中 国：広島サンフレッチェジュニア 

 四 国：屋島ＳＣ 

 九 州：ＢＵＤＤＹ・ＦＣ 

 

■U-11リーグについて（福田副委員長）別紙 
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1．各地区理事は 5月 25日までに参加チーム（順位づけ）を福田担当に報告。 

2．組み合わせを各地区理事に連絡するので参加チームへ連絡をお願いする。 

3．6月上旬に全大会を開催する。（P-イースト、S-イースト以外） 

峡東郡内も日程調整のうえ開催する。 

 

■U-12リーグ指導者研修会について（神取技術部長） 

・研修会受付は U-12リーグ委員会が担当することになった。 

・申込先は引き続き風間理事が担当する。 

 

■食育プロジェクトについて（望月食育担当） 

・年間 4回の斡旋を行うことになっている。 

・第 1 回の締め切りが 5 月 30 日各地区理事宛てに案内するので各チームに配信して

ほしい。 

 

■選手登録について（鈴木広報部長） 

・キックオフリニューアルにより登録業務期限が 2月末までとなり、選手の年度移籍

処理が間に合わないチームが数チームあった。当該チームでは選手登録抹消・追加

申請が 4月以降になったが、事実上 3月までのチーム移動（年度移籍）であること

から年度途中移籍の扱いとはしないこととした。 

・年度途中移籍申請書の提出があった郡南地区の選手移動について地区理事より「年

度移籍であること」の確認が取れたことから対象としないことを決定した。 

 

■第 2回理事会予定 

・平成 26年 5月 23日（金）午後 7時～ 協会会議室 

以上 

議事録作成 

広報部 鈴木和幸 


