
2020年度 川崎市サッカー協会 第４種委員会 秋季代表者会議

【日時】 2020年8月29日（土）19:00～21:00

【会場】 高津市民館 大ホール



議題

1. 新型コロナウイルス感染防止について
◆川崎市サッカー協会の新型コロナウイルス感染防止対策について

2. 大会運営部より
◆2020年度 市協会主催大会の開催予定について（少年/少女）
◆市協会主催大会における感染防止対策について
◆第39回 松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカ―大会 組合せ抽選会
◆第27回 かわしん杯ジュニアサッカー大会 組合せ抽選会

3. 強化部より
◆2020年度 今後のトレセン活動について（少年/少女）

4. 審判部より
◆2020年度に開催を予定する大会の競技規則について
◆2人制審判について
◆ユニフォーム規定の緩和について

5. 技術委員会より
◆2020年度 技術委員会の体制事業について
◆2020年度 3種・4種交流事業について

6. 川崎市サッカー協会より
◆2020年度 定期総会の報告
◆寄付金の募集について

7. 質疑応答



新型コロナウイルス感染防止について

◆2020年2月28日～6月30日 市協会主催の大会および会議を自粛

・4種 春季代表者会議（中止）
・第42回 斎藤旗争奪川崎市春季サッカー大会（中止）
・U-12リーグ 2020 神奈川＜前期リーグ＞（中止）
・第27回 かわしん杯ジュニアサッカー大会（延期） ※規模を縮小して実施予定

・第27回 川崎市春季少女サッカー大会（中止）
・第37回 川崎市春季低学年大会（延期） ※各区単位で実施予定

◆緊急事態宣言解除以降、ガイドラインに沿って順次活動を再開

・「新型コロナウイルス感染症対策：再開後の活動における留意点」をHPに掲載

＜参考＞ 再開後の活動における留意点（第1版）

・6月20日～9月13日 4種で利用の等々力周辺グラウンドを再開活動に提供

・8月1日より、学校施設開放が順次再開

→ ほとんどのチームが ❝フェーズ 3 or 4❞ に（紅白戦/トレーニングマッチ実施）

https://kawasaki-fa.com/u12/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200829_syuuki_sankou_01.pdf


新型コロナウイルス感染防止について

◆川崎市サッカー協会主催大会における4種委員会としての対策

(1) 各チームが感染防止対策を適切に実施していることを前提とする。
(2) 選手／指導者／関係者は移動時も含めて❝３密❞を避ける対策を実施する。
(3) 大会運営本部は試合当日の健康チェック／感染防止対策を確実に実施する。
(4) ピッチ内の選手／審判を除いて常時マスクを着用する。
(5) 主審は可能な限り ❝電子ホイッスル❞ を使用する。

※ 通常のホイッスルを使用する場合は、選手との距離を十分に取る。
(6) 本部挨拶、ベンチ前での挨拶、握手／ハイタッチ等の接触行為は行わない。
(7) 参加者の中から感染者が見つかった場合は、直ちに市協会に報告する。

→ 保健所等の指示に従って、適切な対応を行う。

◆4種委員会としての大会開催の方針

(1) 選手の健康面を考慮して、大会開始時期を9月後半からとする。
→ 9月19日（土）から開始予定

(2) 可能な限り各カテゴリの大会を実施する。
※ 制約事項： グラウンド確保状況、学校の日程、県協会の方針 等

(3) 規模を縮小して実施する判断もあり得る。
→ 予選リーグ：3チームブロック 決勝トーナメント：1位チームのみ進出

(4) チャンピオンシップを争うことに固執しない。
→ 出来るだけ試合の機会を設けて、経験を積ませることに主眼を置く。



大会運営部より

◆2020年度 市協会主催大会の開催予定（少年）

• 第39回 松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会
2020年9月19日（土）～ 2020年11月1日（日） 最終日：等々力陸上競技場

• 第18回 U-11川崎市秋季サッカー大会（中止）

• 第12回 川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 ※開会式は行わない方向
2020年11月3日（火）～ 2021年2月20日（土） 最終日：等々力補助競技場

• 第27回 かわしん杯ジュニアサッカー大会 ※開会式は行わない
2020年9月26日（土）～ 2020年11月21日（土） 最終日：等々力第一サッカー場

• U-9川崎市秋季サッカー大会2020 ※開会式は行わない方向
2020年11月21日（土）～ 2020年12月12日（日） 最終日：等々力補助競技場

• 第37回 川崎市春季低学年大会 ※各区単位で実施（市の決勝トーナメントは行わない）
2020年9月19日（土）～ 2021年3月28日（日）

◆2020年度市協会主催大会の開催予定（少女）

• 第39回 松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会
2020年9月19日（土）～ 2020年11月1日（日） 最終日：等々力陸上競技場



大会運営部より

◆2020年度 県協会主催大会の開催予定（少年）

• U-12リーグ 神奈川 2020 ※前期リーグの組合せで可能な試合から順次実施
2020年11月3日（火）～ 2021年3月28日（日）
※2020年度開催予定の全日本少年サッカー大会とはリンクしない。

• 全日本少年サッカー大会 神奈川県予選（全64チーム） → 川崎市代表を10チーム選出
2020年11月1日（日） 代表者会議
2020年11月8日（日）～ 2020年11月23日（月）
※全国大会（2020年12月 鹿児島）の開催は未定

• こどもの国大会（U-12／U-10／U-8／少女） → 川崎市代表の選出方法は別途検討
2020年11月7日（土）8日（日）14日（土）15日（日）

• 神奈川県U-11少年サッカー大会 → 川崎市代表の選出方法は別途検討
2020年12月

• 日産カップ争奪 神奈川県少年サッカー選手権大会（U-12／U-10）
2020年11月29日（日） 開会式／抽選会
2021年1月 ～ 2月

◆2020年度 県協会主催大会の開催予定（少女）

• 第40回 神奈川県少女サッカー選手権大会
2020年10月24日（土）、25日（日）、11月1日（日） 県内各会場

• 第21回 神奈川県少女サッカーU-10大会
2020年12月5日（土）6日（日） 県内各会場



大会運営部より

◆9月以降の大会では、「参加者一覧」の本部提出を必須とします。
「参加者一覧」には、当日の参加選手、参加指導者および参加保護者の
氏名、年齢、体温、健康状態を記載して大会本部に提出してください。

◆大会本部は、以下についてチェックします。
・メンバ表に記載されている選手、指導者が参加者一覧に記載されているか
・帯同審判が参加者一覧に記載されているか

「参加者一覧」のフォーマットは、4種委員会HPに公開します。
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◆第39回 松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会 組合せ抽選会

＜少年の部＞

＜少女の部＞

◆第27回 かわしん杯ジュニアサッカー大会 組合せ抽選会



強化部より（少年）

◆2020年度 上半期活動報告

• 4月～7月まで活動中止
※7月からの再開を予定していたが、「1日（水）」・「15日（水）」ともに雨天・グラウンド不良のため中止
※5月9日（土）に予定していた「第13回フロンターレカップ」 ・・・中止
※8月8日（土）・9日（日）に予定されていた「昭島市招待」 ・・・中止

• 8月12日（水）【区TC追加招集選手決定練習会】

（等々力補助競技場・8:00～11:00・対象：市TCU-12全員＋各区TC推薦選手）

→計8名（FP：5名・GK：3名）の選手を追加招集

8月13日（木）【トレーニング】

（等々力補助競技場・8:00～11:00・対象：市TCU-12全員）

→U-11までの評価に加えて、上記2日間の活動も踏まえ、
県TCへの推薦選手 計23名（FP：20名GK：3名）を決定

◆2020年度 下半期活動予定

〔U-11〕 9月21日（月・祝）～
【U-11 区TC推薦選手選考会】

（等々力第1サッカー場・18:00～20:30・対象：区TC推薦選手＋川崎FU-11）

〔U-12〕 9月23日（水）～
【トレーニング】

（等々力第2サッカー場・17:00～20:00・対象：市TCU-12全員）

※2020年度川崎市TC年間スケジュール

https://kawasaki-fa.com/u12/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200829_syuuki_sankou_02.pdf


強化部より（少女）

◆2020年度 活動予定

• 選考会 8月8日、10日 （実施済）
• 練習会 9月26日、11月21日、12月26日、1月9日、1月16日、2月6日
• 川崎招待 2月13日
• 招待大会 （未定）



審判部より

◆2020年度に開催を予定する市協会主催大会の競技規則について

→ 2019/2020競技規則に準じる。

◆U-10以下の市協会主催大会における審判方法について

→ 感染予防の観点から2人制審判を採用する。

＜参考＞ 2人制審判の要領： 8人制サッカー2人制審制

◆ユニフォーム規定の緩和について

→ アンダーシャツ／アンダーショーツの規定については、2017年8月に説明した資料
よりも以前のレベルに緩和する。

・アンダーシャツ／アンダーショーツを着用する場合は、チーム内で色を統一する。
（統一されていれば、ユニフォームの主たる色と異なる色であっても可）
※「全員着用」 or 「一部着用でも可」 の見解については県協会の回答待ち

（回答を得た時点で、各区役員を通じてアナウンスします）

https://kawasaki-fa.com/u12/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200829_syuuki_sankou_03.pdf


技術委員会より

アカデミープロジェクトの今後

技術委員会の活動として強化・指導者育成・交流・GKプロジェクトを各種の垣根を越えて行ってきた。
今後は事業を各種別に移管していく事業と今まで同様技術委員会で継続して行っていく事業とに分
けて行っていきます。今後も選手を育てるという観点から各種ごとで必要だと思われる事業は積極的に
行っていきたいと思います。

組織体系の変更



• 4種トレセン活動（主催大会、招待大会）
• 中体連選抜強化事業サポート ※FAKJ主催
• JFAトレセン神奈川(川崎)サポート ※JFA主催、FAKJ主管
• 海外遠征事業 ※富川市交流戦、ベトナム遠征 他

• 3種スキルアップトレーニング
• 4種少年サマースクール
• 4種少女サマースクール
• 少女春季スクール

• GKクリニック
• GKLUS

FP GK

FP

GK

• 指導者研修会
• 4種トレセンコーチ研修会

FP GK

選手育成選手育成

指導者研修指導者研修

交流交流

• 海外交流事業
• 川崎カップ運営委員会
• 事業委員会（参加）

• 3種4種交流戦 ＜ 3・4種交流事業について_20200829 ＞
• 中高交流戦
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派遣事業

2020年度 技術委員会事業予定

原則として、赤字部分が技術委員会の主催事業、それ以外の事業については各種別の事業として取り扱っていくこ
とを検討している。（9/5の全体会議にて最終的な決裁を取る。）

https://d.docs.live.net/a57334adf6f25b4a/ドキュメント/川崎市サッカー協会/秋季代表者会議資料/秋季代表者会議_20200829/3・4種交流事業について_20200829.pdf
https://kawasaki-fa.com/u12/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200829_syuuki_sankou_04.pdf


川崎市サッカー協会より

◆2020年度 定期総会について

2020年5月23日（土） 川崎市サッカー協会事務所にて開催（オンライン会議）

＜参考＞ 定期総会議事録（2020年総会議事録）

◆寄付金の募集について

2019年6月に川崎市より認定NPO法人の認定を受けました。
認定NPO法人を維持するために、川崎市サッカー協会への寄付をお願いします。
※PST基準として、3000円の寄付が年間で100口必要となる。

＜参考＞
• 2019年度の寄付金で、エアゴールを購入しました。
• 個人もしくは法人格を有する団体については、寄付金控除が受けられます。

⇒控除については、国税庁のサイト（国税庁のサイトへリンク）を参考にしてください。

https://kawasaki-fa.com/u12/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/20200829_syuuki_sankou_05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm


質疑応答


