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平成 22 年度第 3 回常任理事会議事録
1. 開催日時(場所)
平成 22 年 07 月 10 日(土) 13:10～20:01 (佐久市野沢会館 203 会議室)
選抜練習が中止となったため，急きょ開始時間を早めた．
2. 常任理事会成立の条件
長野県フットサル連盟規約 Rev10 第 22 条「常任理事会の定足数」(4 名以上)により，下記出席者を以って
平成 22 年度第 3 回長野県フットサル連盟常任理事会として成立条件を満たしている．
出席者(敬称略)：
滝澤正，竹下英三，菊地智之，柳澤健司，並木計太
従って，下記議事内容は常任理事会として成立したので，採決結果を含め議事録として記録する．
欠席：萩原慶一郎(仕事のため)
3. 付議内容
長野県フットサル連盟規約 Rev10 第 20 条に規定されているとおり，事前に通知された案内(Rev01:06/30
発信)に記載された付議内容は以下であることが確認された．
[ 報告事項 ]
① 前回常任理事会時のペンディング確認
② リーグ委員会主催 F3 研修会について
③ 長野県フットサルリーグ第１節の反省
④ 全日本大学フットサル大会北信越大会について
⑤ 連盟ホームページについて
⑥ 協賛企業について
[ 協議事項 ]
① SuperCup大会実施について
② 全国選抜北信越大会について
③ 全日本女子ユース(U15)の大会開催について
④ 全日本ユース(U15)の予選開催方法について
⑤ 長野県フットサルリーグ活性化案について
[ 追認事項 ]
①

連盟加盟チームの JFF 登録について
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4. 配布資料の確認
下記資料が配布されていることを確認した．
① 意見書
② リーグ委員会への問題提起について
5. 報告事項
[1] 前回常任理事会時のペンディング確認
前回議事録に従って以下が報告された．
(1) リーグ加盟費について
06/17 付けで中信フットサルリーグより入金を確認した．JFF への登録処理状況については追認事項①
にて別途報告とした．
(2) 各地区の予定
リーグ委員長にて確実に把握するとある．既に予定は南信以外把握済みである．南信リーグの追跡調査
をし，07/16(金)までに常任理事宛てにメールで報告する．
(3) チーム登録について
リーグ委員会を開催し，所属チームの意向を確認するとある．07/11 のリーグ委員会にて協議し，結果を
報告する．
(4) 全日本女子ユース(U15)の日程について
坂巻女子委員長と菅原フットサル委員長との日程調整について，竹下大会実行委員長にて確認すると
あった．その結果を協議事項③にて継続審議とする．
(5) 全日本ユース(U15)の予選開催方法について
予選を行わないとする意見が出された．3 種委員長および 3 種フットサル担当役員と萩原大会担当が会
話し，予選開催せずの方向で調整中．詳細は協議事項④にて継続審議とする．
(6) 連盟ホームページについて
報告事項⑤にて詳細を報告する．
(7) 長野県フットサルリーグ開幕に向けて
県リーグを盛り上げる案については協議事項⑤で継続協議とし，意見書については報告事項③にて報告
することとした．
(8) 協賛企業について
報告事項⑥にて詳細を報告する．
(9) 全日本女子フットサル選手権大会の会場について
当初，上田自然運動公園を予定していたが，予算上高価であるため，急きょ塩尻市広陵中学校，西部
中学校を予約した．現在すでに協会 HP にてチーム募集中である．なお，白馬 W21 については萩原常任
理事が対応したが，参加チームの宿泊が条件として提示されたため，消滅とした．
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[2] リーグ委員会主催 F3 研修会について
当初，07/11 は長野県フットサルリーグ第 2 節を小川にて予定していたが，(社)県サッカー協会審判委
員会からの通達により，本年度 F3 新規取得講習会(年一回のみ)がスケジューリングされた．リーグ委員
会の趣旨に従えば，リーグ審判員の F3 化が急務であり，取得講習会を優先した．県 2 節は 10/03 筑北
会場とした．びっくらんど小川の使用料およびキャンセルに伴う今後の使用制限等を考慮すると，そのまま
リーグ委員会からの支出(\24,000-)とするのは得策とならず，現在の F3 級審判員の判定技術向上を目
的とした実技研修会を開催することで，びっくらんど小川の会場使用を行うこととした．
(社)県サッカー協会審判委員会主催の研修会とした場合，募集対象や募集期間が短すぎる等の問題か
ら，連盟主催とし，中村審判部長との合意は得た．
ただし，リーグ委員長から連盟所属全リーグに属する末端チーム代表者までの連絡が到達していない事
実が発覚し(06/26 通知，07/03 連絡未達発覚)，リーグ委員会内の連絡丌徹底が露呈されている．こ
の件に関しては配布資料の「リーグ委員会への問題提起について」で指摘している内容であるため，早急
に対処を望むこととした．実技研修会は，北信地区リーグ所属のチーム 2～3 のゲームを，F3 級が順次
判定する方式を採用する．
[3] 長野県フットサルリーグ第１節の反省
06/27 に長野県フットサルリーグが予定どおり開幕した．
ガムの件は県リーグ運営委員会を開催(7 月中)し，結論を報告すること．
ファールの認識などについてはインスペクトし，点数を出して認識させる．以上を意見書の回答として提出
することとした．
喫煙について，全面禁煙とする案が出され，県リーグ運営委員会で決定する．
[4] 全日本大学フットサル大会北信越大会について
07/03～04 びっくらんど小川にて予定どおり開催された．優勝は長野県代表の信州大学 VaizravaNa が
二連覇達成し，全国大会出場となった．
福井第二代表の背番号 69 の選手については，侮辱で一発退場となった．これはオフィシャルからの指摘
であり，審判チームとしての見事な審判であった．これを県リーグでも実践して欲しい．
[5] 連盟ホームページについて
06/18(金)ジンステップリサーチ殿と打合せを行った．現在，ドメイン(nff.gｒ.jp)申請中．
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[6] 協賛企業について
萩原氏：
(株)道の駅おたり様：雨飾りの水(500ml)30 箱 確定
森永製菓(ウイダー)，明治製菓(ザバス)，消滅 【企業主催でないと協賛丌可】
ドール，デルモンテ 継続中
滝澤：
NTT docomo 長野支店 今後の契約締結は難しい(ユニのスポンサードも継続困難な状況)．
ホクト株式会社 消滅 【企業として協賛丌可(グランセローズは？)】
竹下氏：
信濃毎日新聞社塩尻販売所に対して U23 に限定し\20,000-の協賛金を獲得すべく行動中．
6. 協議事項
[1] SuperCup 大会実施について
現在，6 チーム確定．
07/10 に，北信越リーグおよび県リーグ所属チームへ案内および申込書をメールする(北信越および県リ
ーグの 13 チームは参加必頇)．
07/11 のリーグ委員会にて，各地区リーグの責任者宛てに説明および依頼をする．
北信越リーグ所属のチームは菅原北信越理事長に依頼する．
07/24(土)大会パンフレット Rev0 提出予定．
[2] 全国選抜北信越大会について
本大会の主催は北信越フットサル連盟のため，菅原北信越理事長と大会担当の竹下大会実行委員長と
の間で，予算確定をお願いしたい．
人員確保についてはまだ確定していない．継続する．
[3] 全日本女子ユース(U15)の大会開催について
現状では 10/02，03 を予定しているが，参加可能と思われる塩尻地区は中学校文化祭が予定されてい
るため，日程確認を菅原フットサル委員長と坂巻女子委員長との間で確認中．結論はまだ出ていない．
[4] 全日本ユース(U15)の予選開催方法について
本年度に関しては，24 チーム(前年度優勝チーム含む)の参加とし，予選を行わないことに決定した．
参加費は予選で\12,000-(大会登録費\2,000-含む)とし，決勝トーナメント参加料として\5,000-とした．
大会要項の修正については，竹下委員長経由萩原殿へ依頼する．
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[5] 長野県フットサルリーグ活性化案について
観客やリーグ関係者以外を増やす．
県リーグを 2 会場で開催し，空いた時間で他大会や女子リーグを開催する．
選手のステータスや意識を高める
DVD，メディアとのタイアップ．
継続案件とした．
7. 追認事項
[1] 連盟加盟チームの JFF 登録について
リーグ委員会を 3 月に開催し，登録手順の説明を行う予定．
別途，理事会を開催予定(役員会召集後)した．
現時点での加盟一覧を菊地リーグ委員長が作成し，滝澤まで提出．その後，滝澤から NFA へ入金．
入金リミットが 07/23(金)としたいので，一覧提出を 07/21(水)とした．
[2] 全日本大学フットサル大会県大会の決算について
再提出とした．
8. その他
特になし
9. 次回常任理事会について
08/07(土) 17:00～ 豊野体育館内会議室を予定した．
予定された議事内容は以下とした．
・ SuperCup 開催について
・ 全日本ユース(U15)大会について
以上
(文責：滝澤 正)

