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（社）山梨県サッカー協会 4 種委員会
第７回理事会
平成 27 年 2 月 13 日開催

議事録

〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
平成 27 年 2 月 13 日（金） 午後 7 時 00 分～
〈場所〉
押原管理棟 2F 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
〈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）協議事項
①チビリン山梨県大会総括（別紙・事業運営部長）
②チビリン山梨県大会について（第 6 回理事会継続）
③選抜大会について（委員長・技術委員長）
④ニッサングリーンカップについて（別紙・委員長・事業運営部長）
⑤暴力・暴言追放宣言について（別紙・委員長）
⑥27 年度会計について（会計）
⑦関東山梨県予選（仮称）について
⑧今後の予定について
⑨その他
議事経過
１．委員長挨拶
前回理事会で積み残したことがある。今回の理事会で決定しなければならない課題もあ
るので宜しくお願いする。
２．協議事項
（１）報告事項
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①専門部報告
◇事業運営部 なし
◇審判部 なし
◇技術委員会
・県トレセン最終回となる 3 カテゴリーを、3 月 15 日（日）に御勅使サッカー上にて
実施する。
◇広報部
・2015 年度Ｗｅｂ登録が 2 月 16 日から始まる宜しくお願いする。
◇キッズ部
・キッズリーダー養成講習リフレッシュ研修会を 3 月 15 日に開催する。
・リフレッシュポイント付与対象となる。大勢の参加を希望する。
・研修会の案内はデータで地区理事宛て送付するので各チームへ配布をお願いする。
◇フットサル部 なし
②その他 なし
（２）協議事項
①チビリン山梨県大会総括（別紙・事業運営部長）
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。特にＶＦ
甲府においては会場の提供、除雪作業のご協力をいただき併せて感謝する。ま
た、前日の除雪作業をしていただいた役員ご苦労様でした。
２．八田河川敷Ｇにはピッチ 2 面が設置されており、ゴールの設置と補修程度の準
備で済んだ。次年度も八田河川敷Ｇが使用可能であるならば集合時間は 8 時で良
いと思う。集合時間を 30 分程度遅らせることも可能と思われるが、役員の駐車場
確保や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。
３．駐車場が狭い中で大きなトラブルもなく大会が開催できたことは、関係各位の
ご尽力に頭が下がる思いであるが、駐停車禁止の土手に駐車している車両が数台
見受けられた。参加チームには責任をもって対応していただきたい。
４．ユニホームに関しては全チーム正・副の 2 セット用意していただいた。今後も
継続していただきたいと思う。
５．開催時期や雪の影響も考えると人工芝の会場が使用できると非常にありがた
い。問題もあると思うが使用に関して今後も検討していただきたい。
②平成 27 年度チビリン山梨県大会・要項について決定（第 6 回理事会より継続）
・チビリン県大会出場チームは、各地区での推薦とする。
・各地区予選の競技方法については地区で決定する。・チビリン山梨県大会開催時期
を 2 月の第 1 週から前年 12 月の第 3 日曜日に移行。
・移行に伴い 2 月の第 1 週を、選抜大会予備日とする。
・大会要項の変更は伴わないが、開催時期が変わることで各地区予選の日程に影響す
る。
・地区大会の要項について必ずしも県大会と同様でなく各地区での決定することにつ
いては意見集約を行い概ね了解を得ている。
・地区予選での 3Ｐ・2Ｐどちらでも可能。
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③選抜大会について（委員長・技術委員長）
※決定事項
・27 年度の競技方法は 11 人制を採用、前後半総入れ替えとし、105ｍ×68ｍフルピッ
チサイズで実施する。
・会場は 27 年度「押原天然芝・人工芝」の 2 面を使用（確保済み）
・今後の毎年保可能か不安がある。
・会場が別となることは運営及び競技方法等変更が必要になる。
・チーム参加費の徴収について技術委員会では了承を得ているが、今後は各地区での
協議が必要となる。
④ニッサングリーンカップについて（別紙・委員長・事業運営部長）
・大会 2 日目【2 月 15 日（日）】の運営
■小瀬補助競技場（Ａ～Ｈグループ） 運営担当地区（甲府地区）
・審判部員 7 名
■石和農村スポーツ広場（Ｉ～Ｐグループ）運営担当地区（峡北地区）12 名
・審判部員 7 名
・大会最終日役員出席確認（2 月 22 日・押原公園天然芝）
石原・小林・福田・志村・藤田・風間・宮下・三澤・末木・小林・望月
内田・村松・三科・矢崎・神取・鈴木・横森・野口
・事業運営部
名・審判部員
名
・出欠・各部参加人数はメールにて報告（2 月 17 日までに）
・配布済み会場費の回収は役員が会場で行う。
■最終日の設営
・横断幕等についてはＹＢＳとの協議が必要。
⑤暴力・暴言追放宣言について（別紙・委員長）
・リスペクト推進員より提案の書式を了承した。
・4 月総会時に提出するよう総会案内と一緒にチームへ送付（3 月上旬）
・紙ベースで提出自署捺印
・チーム指導者全員が対象
⑥27 年度会計について（会計）
・来年度予算について専門部予算の見直しの報告があった。
関東大会山梨県予選が新設されることから増額をする。
・審判部：２２万から２４万に
・事業運営部：１７万５千から２０万に
・キッズ：各地区５万にする。但し各事業実施終了後１が月以内に処理するので宜し
くお願いする。
⑦関東山梨県予選（仮称）について
・各地区参加チーム数を確定し、2 月 22 日までに三科事業運営部長に報告する。
・開会式及びＶＦ甲府ホームゲーム試合観戦企画については協議の継続中
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・開催要項を決定し、チームへ配布する（3 月中旬までに）
・組合せ抽選は 4 月総会時に実施
■大会要項の検討（別紙）下線は決定事項
・5 月 17 日（日）予選リーグ 1 日目 16 会場の割り当て
（甲府 4・峡北 2・峡中 4・峡東 2・郡東 2・郡南 2）
・6 月 14 日（日）予選リーグ 2 日目 各グループで 16 会場確保
（甲府 4・峡北 2・峡中 4・峡東 2・郡東 2・郡南 2）
・7 月 4 日 決勝トーナメント （小瀬補助 2 面）
・7 月 5 日 予備日
（小瀬補助 2 面）
・7 月 11 日 準決勝・決勝・3 位・5 位・7 位決定戦（押原天然・役員 8 時）閉会式
・組み合わせ抽選について
抽選順は①会場シード抽選 ②シードチーム抽選 ③フリー抽選
各地区上位の 8 チームシード（甲府峡中 2・その他１）は、組合せＡ～Ｈ、Ｉ～Ｐ
に重複しないよう配慮する。
・参加費の徴収はしない（協賛金及びＹＦＡ助成金を充てる）
・16 チームのシードについて、平成 27 年度Ｕ-12 リーグＧグループに指定されるチー
ムを対象とする。（甲府・峡中４、他 2）
・関東大会出場 3 チーム＝1 位～3 位
・北関東大会出場 4 チーム＝4 位～7 チーム
◇開会式は 5 月 16 日（土）ＹＢＳ・ＶＦ甲府と協議中
⑧今後の予定について（委員長）
⑴平成 27 年キッズ関連事業 各地区の実施日及び開催場所報告
3 月 3 日（月）までに委員長宛て報告する。
・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（キッズ部との調整）
甲府 6 月 13 日（土）会場：押原人工芝
峡北
峡中 6 月 20 日（土）会場：押原人工芝
峡東 11 月 8 日（日）会場：御坂キッズ広場
郡東 9 月 5 日（土） 会場：やまびこ競技場
郡南
◇Ｕ-10 交流フェスティバルのペアについて
・平成 27 年度は変更しない 峡北＝郡東、甲府=郡南、峡中＝峡東
・平成 28 年度は変更する。
⑵事業・決算に関する報告
・平成 26 年度事業報告及び決算報告
・平成 27 年度滋養計画及び予算案
・本会計決算及び予算案
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上記報告は 3 月 6 日（金）までに委員長宛てメールで提出
※会計監査は第 8 回理事会で実施 （印鑑の印影を事前に提出）
※総会資料は 3 月 23 日（土）までに委員長にメールで報告
⑶平成 27 年度 4 種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿は、地区理が取りまとめ
3 月 14 日（土）までに委員長宛てメールにて提出 （期限厳守）
（用紙は地区理事に後日送付します必ず送付した申請書に記入すること）
⑷第 8 回理事会

平成 27 年 3 月 13 日（金）押原２階会議室

⑸定期総会 平成２７年４月４日（土）午後２時～
・役員集合 午後１時・ 議長「峡北地区」
・議長選出は第８回理事会までに報告

甲府市総合市民会館

⑨その他
⑴ＶＦ甲府ホームゲームＹＦＡ分担について（別紙・担当役員）
◇４月８日（水） 松本山雅 １９:００kickoff 「撤収」
・石原、福田、志村、内田、風間、末木、小林哲、三科、矢崎、鈴木
◇６月７日（日） 横浜 F マリノス １６:００kickoff「設営・撤収」
・福田、村松、志村、望月、内田、風間、宮下、藤田、三澤、横森
◇９月１９日（土） 鹿島 未定 kickoff 「未定」
・小林、村松、望月、末木、宮下、藤田、三澤、小林哲、神取、野口
※当日不都合有れば事前に代理人に依頼すること。但し担当者名は分担表通りと
なるので受付時に注意してほしい。
※設営の場合集合は kickoff３時間３０分前となる。
⑵「ヴァンフォーレ甲府Ｕ-12 における新加入選手を対象としたセレクションの
見直しについて」の苦情について（委員長）
※苦情が寄せられたことに対しては委員長が対応した。
※セレクション内容については実施内容について改めて確認をする。
⑶第 3 回山梨県フットボールカンファレンスについて（各チーム配信済み）
・期日：平成 27 年 3 月 8 日（日）午前 9 時～午後 4 時 30 分
・場所：韮崎高等学校・韮崎市グリーンフィールド穂坂
・参加料：￥３，０００－
・リフレッシュポイント１０Ｐ付与対象
・基調講演・ＪＦＡ育成担当技術委員長 山口隆文氏
⑷サッカーにおける脳震盪などの事象に対する指針（各チーム配布済み）
・具体的な手順が明記されている、常備する必要が有る。
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⑸Ｔｈｅ１１＋（イレブンプラス・ＤＶＤ）について
内容を見たうえで、必要が有れば全チームに配布したい。
・ＪＦＡスポーツ医学委員会が推奨、傷害予防のためのウォーミングアッププロ
グラム
・イレブンプラスは１４歳以上の男女のサッカープレーヤーを対象としている
・国際的専門家グループにより作成、科学的な研究により有効性が証明
・週２回以上実施した場合は、傷害発生率が３０％～５０％減少の結果がある。
・週２回以上トレーニングセッションの初めに２０分行う
・試合前にはパート１とパート３のランニングエクササイズを行うとよい。
⑹チーム組織変更について（別紙・福田副委員長）
１．北杜ＵＦＣ少年団（峡北地区了承） ※理事会承認
・北杜 FC・高根 SSS・イズミ FC の３チームで２７年度より新たなチーム形態で
登録をする。少子化が進行しさらに減少が見込まれる、将来を見越したうえ
でチームの根幹を強くして活動していく。
２．ＦＣグリュック（峡中地区・地区了承は今後になる）※（理事会保留）
・峡中地区では今後の会議で諮ることになっている。
以上
議事録作成
広報部 鈴木和幸

