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　南アルプス市にあるU-18・U-15・U-12・サッカースクールが使用
しているグラウンド。照明施設・ネット完備の一面人工芝グラウン
ドで、2008年春に完成しました。

　ヴァンフォーレ甲府は、2005年7月より
ホームタウン編成を「山梨県甲府市、韮崎市
を中心とする全市町村」に広域化。
　ホームタウンである市町村の皆様にとっ
て「地域のためのクラブ」として自信を持っ
て誇れる存在となれるよう、さらなる絆を深
め、いつまでもともに歩んでいく決意です。
　ヴァンフォーレ甲府ホームタウン全27市
町村の皆様、ともに戦い、共に喜びましょう！

「地域のためのクラブ」を
目指して
ヴァンフォーレ甲府は、
やまなしの皆さま（ホームタウン）と
ともに歩みます。

　ヴァンフォーレ甲府のアカデミー（育成組織）は、普及部門として園児
（年中・年長）、小学1 〜 6年生によるサッカースクール、育成部門として

小学生によるU-12チーム、中学生によるU-15チーム、高校生によるU-18
チームで構成されます。各カテゴリーにおいて、子どもの成長過程に
合った指導を行い、トップチームを頂点に見据えた、一貫指導体制を敷
いています。さらには、ここ山梨から世界で活躍する選手を輩出できる
ように努めています。

やまなしから世界へ、ヴァンフォーレの未来
地域で育てる子どもたち

2020ご当地メンバー

トップチーム選手
今津佑太／南アルプス市出身

トップチーム選手
太田修介／甲府市出身

トップチーム選手
小林岩魚／甲府市出身

トップチーム選手
入間川景太／富士吉田市出身

トップチーム選手
須貝英大／中央市出身

トップチームアスレティックトレーナー

朝比奈茂／富士河口湖町出身

トップチーム主務

鶴田好樹／山梨市出身

トップチーム副務

矢崎和樹／甲府市出身

アカデミーアドバイザー兼一般社団法
人ヴァンフォーレスポーツクラブ理事

雨宮清／山梨市出身

アカデミーアドバイザー兼山梨県サッ
カー協会ユースダイレクター

保坂不二夫／韮崎市出身

アカデミー GKコーチ

坂本武久／甲府市出身

U-15監督

大柴克友／北杜市出身

U-15コーチ

石原克哉／韮崎市出身

U-12監督

小澤亮介／韮崎市出身

U-12コーチ

土橋優強／中央市出身

アカデミーコーチ

石川龍／韮崎市出身

アカデミーコーチ

米倉和穂／山梨市出身

小学生＆園児

517名

小学生

44名

中学生

70名

高校生

53名

Jリーガー

29名 Top

U-18

U-15

U-12

School
［（一社）ヴァンフォーレスポーツクラブ］

Home Town

Ventforet Future

I Love
Yamanashi

アカデミー出身
FW18 太田修介
MF27 小林岩魚
DF32 入間川景太
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山梨県全市町村が、ヴァンフォーレ甲府のホームタウンです！

❸ 韮崎中央公園クラブハウス

❻ 小瀬サッカースクール❺ 選手寮❹ 緑が丘サッカースクール

❼ キャメリアサッカースクール
　 【コーチ派遣】

❷ 韮崎市［コーチ派遣］

❶ 八田河川敷グラウンド
　 【アカデミー拠点】

❶ 八田サッカースクール

❿ 三ッ峠サッカースクール ❾ 小原サッカースクール

❽ 玉穂サッカースクール

U-18 第44回 日本クラブユースサッカー選手権全国大会出場

2020高円宮杯 第32回全日本ユースサッカー選手権大会 関東大会出場U-15

2020 nanaho Cup U-12山梨県少年サッカー大会優勝U-12

2020年主な成績

U-18

U-17 U-16

U-15

U-12

U-14

U-11

U-13

U-10

2



　試合ごとに担当市町村を決め、ホームタウンサンクスデーを
開催しています。
　サンクスデーでは各ホームタウンのPRの場を提供していま
す。また、地元の子どもたちにボールパーソンやフェアプレイ
フラッグ掲揚などを体験してもらっています。

 ホームタウンサンクスデー
Home Town Thanks Day

例年、さまざまな形でサポートいただいています
Various Supports

この他にもさまざまなイベントを企画しています！
○エスコートキッズ　　　○フェアプレイフラッグ　
○ご当地マスコット来場　○ボールパーソン
○応援パフォーマンス　など

山梨県庁別館
ホームゲーム時ライトアップ

甲府市役所案内板

甲府駅南口バナーフラッグの設置

市町村の名刺にヴァンくんとクラブを
応援しているというメッセージを印字

応援支援自販機の設置

ホームタウン全27市町村による
市町村旗の掲揚に参加した

担当者一同

両チームへホームタウンの特産品を贈呈します。

※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。

※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。

特産品の贈呈

特産品販売や観光PRを行います。
PRブース

大型ビジョンでPR動画を放映します。
大型ビジョンでのPR動画放映

試合前日にホームタウンの魅力を発信します。
前日のクラブ公式Twitterでの発信

ホームタウンの特産品が当たる抽選会を実施します。
ハーフタイム抽選会

リスペクトバナーキッズ 担架隊
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試合会場では毎試合全市町村旗を掲揚しています。

地域とのつながり
Local Event

　サッカー教室や地域のお祭り、スポンサーからの贈呈など年間を
通してさまざまな形で地域とのつながりを形成しています。

2020年地域とのつながりは…

400回以上!

いろんなイベントに参加してるんだ！

みなさまからの
メッセージ

4



スタジアムで生まれる感動
さまざまなイベントを通じて
子どもからお年寄りまで笑顔が溢れています。

Stadium

AED救護ボランティアスタッフ
　各スタンドにAEDボランティアを配置していま
す。2016年には心肺停止のお客様の一命を取り
留め、山梨県救急救命士会より表彰されました。

主な啓発活動
○エイズ予防啓発運動　○薬物乱用防
止啓発運動　○県警指名手配被疑者捜
査強化月間告知協力　○脳卒中予防
啓発　○山梨県赤十字血液センター献
血啓発運動　○交通事故防止県民運動　
○人権擁護啓発運動　○赤い羽根共同
募金　○犯罪被害者等支援活動　など

サポーティングスタッフ
　例年1試合あたり80名の方に、ともに試合を
作っていただいております。

山梨県サッカー協会、
甲府市役所サッカー部
　ピッチ看板はすべて山梨県サッカー協会、甲府
市役所サッカー部、地元高校生や中学生に設営・撤
収をしていただいております。

フェアプレイ宣言
　サポーターもルールを守っ
て差別・暴力のない世界を作る
ための宣言をします。

ヴァンくんステージ

義援金活動

キッズチャレンジマッチ 親子お仕事体験 選手会シート

精神疾患を有する方、知的障がいを持った方 ヴィクトリーハイタッチ

　ヴァンフォーレパークでは、焼きそばやたこ焼きなどの定
番メニューをはじめ、ここでしか味わえないスタジアムグル
メ、バラエティー豊かなグッズ販売、選手サイン会、そしてさ
まざまなパフォーマーによるヴァンくんステージなど楽し
いイベントが盛り沢山。
　また、試合前には、応援パフォーマンスやスタジアム探検な
ど、試合だけでなく、家族、仲間と一緒に楽しめる空間です。
※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。
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　認定NPO法人スペースふう、県内支援企業・団体の協力を
得て2004年よりエコスタジアムプロジェクトを始めました。
紙コップの使用をやめ、飲料購入時に100円を上乗せして支払
い、返却所で100円返金されるデポジット方式によるリユー
スカップを導入し、ごみ減量化やCO2削減に努めています。
2006年からエコステーションを設置してごみの分別回収に
取り組み、2007年からは一部リユース食器も導入しました。
　2010年からは「広がれ！小瀬エコスタジアムプロジェクト
実行委員会」を立ち上げ、会場にエコブースを開設、環境問題
の啓発を進めております。
　2018年から日本財団、NPO法人海さくらと共同で試合終了
後にスタジアム周辺でのごみ拾い活動を行う「LEADS TO THE 
OCEAN 海につづくプロジェクト」を実施しています。

日本一のエコスタジアムへ
クラブとして
継続的に環境問題に取り組んでいます。

Eco /  SDGs
お客様

回収所 売　店

洗浄工場
認定NPO法人
スペースふう

カップを返却
１００円の返金

１００円上乗せ
デポジット販売

回収後、
洗浄工場へ

洗浄して、
再利用

小瀬エコスタジアムプロジェクト

　これまでのエコスタジアムプロジェクトでの取り組みが評
価され、2020年9月に「海ごみゼロアワード2020（日本財団 環
境省 共同事業）」において、最優秀賞を受賞しました。

海ごみゼロアワード2020
最優秀賞　受賞

　SDGsの一環として東京都市大学伊坪徳宏研究室、一般財団法人グリーンスポーツアライアンスと「スポーツ団体を対象
とした環境評価の枠組み構築と活用」の共同研究を行いました。スポーツ団体を対象にCFP（カーボンフットプリント）の
算定を実施し、CDP気候変動の質問事項を活用し、東京都市大学伊坪徳宏研究室がスポーツ団体に則した質問書を作成し、ヴァンフォー
レ甲府が回答することで「見える化」を行いました。
　今後、この評価システムを基にCO2排出量の削減に向けた具体的な取り組みを行う予定です。

東京都市大学伊坪研究室、グリーンスポーツアライアンスとの共同研究
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経産省令和2年度
「地域企業イノベーション支援事業」採択事業

Regional innovation

　2020年3月環境省を訪問し、小泉進次郎環境大臣と面会し、
これまでのクラブの環境への取り組みを説明、今後について
意見交換を実施しました。
　また、環境省が実施す
る「中小企業向けSBT・再
エネ100%目標設定支援
事業」の参加企業に選ば
れました。

小泉進次郎環境大臣との面会

　経済産業省令和2年度「地域企業イノベーション支援事業」において、関東経済産業局管内の採択案件に
事業が採択されました。今後はヴァンフォーレ甲府をハブとして、県民の運動機能の改善やQOL（クオリ
ティオブライフ）向上に資する事業を実施する企業が参画可能なプラットフォームの構築、医療費削減等
の社会課題解決と当該企業群の収益向上を目的とします。
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さまざまな地域貢献活動
Local Exchange Activities

　2020年5月より販売した「VFKマスク」の売上金の一部を「山梨
県新型コロナウイルス感染症対策寄附金」に寄付しました。ま
た、練習場のある山梨大学医学部と韮崎市、スタジアム、クラブ
事務所所在地で長年サポートいただいている甲府市にも新型コ
ロナウイルス対策にご活用いただけるように寄付しました。

コロナ禍の活動
Covid-19 pandemic

お絵かきコンテスト
　生活協同組合パルシステム山梨との共催で「ヴァンフォーレスポーツお絵かきコンテ
スト」を実施し、スタジアムに応募作品を展示しました。

山梨県との包括連携協定
　2017年3月山梨県と地域振興及びサッカーを通じたスポーツ振興に資するため、包括
連携協定を締結し、試合時にPRブースの出店や大型ビジョンで告知、県主催イベントへ
のマスコット派遣を行っています。

学生長期インターンシップ
　「集客」「チケット」「営業」「運営」「広報」「マーチャンダイジング（グッズ）」など、クラブ
を支えるさまざまな業務に関わって活動し体験してもらい、就業経験をしてもらいます。

　クラブスタッフによる講義授業を年間
15回行っています。

　2009年11月、医学部グラウンドを使いス
ポーツ振興と地域貢献を図る旨の覚書を
結びました。クラブがグラウンドを芝生化
し、管理棟を建て大学へ寄贈。現在はトッ
プチーム練習場として利用しています。

地元大学との提携

山梨学院大学山梨大学

　南アルプス市出身の今津佑太選手が、市民向け
てエクササイズ動画を谷フィットネスダイレク
ター、コーチ陣とともに作成、公開しました。

■YouTubeの南アルプス市公式チャンネル
今津選手・谷フィットネスダイレクターによる
エクササイズ動画

その他の主な活動
○ヴァンくん体操　○支援学校訪問　○病院訪問　○ヴァンタスフェスティバル （一社）ヴァンフォーレスポーツクラブ主催　など

■VFKマスク売上金の寄付
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　ヴァンフォーレ甲府をより強化する中長期計画の一環
として一般社団法人「ヴァンフォーレスポーツクラブ」を
2017年度から立ち上げスクールや普及活動、さらには他の
スポーツを取り入れた県民の健康づくりなどの活動を行
い、「総合型地域スポーツクラブ」として、事業展開してい
ます。
　ヴァンフォーレ甲府はこれまでの流れを見ると経営危
機から再建できたことが第一ステップ、第二ステップはJ1
に昇格で飛躍してきましたが、第三のステップアップに向
けた次の一手として社団の設立・活動をしています。
　2017年からスクール部門と普及活動を株式会社ヴァン
フォーレ山梨スポーツクラブから移行して拡充を図り、今
後はU-12、U-15を移行、最終的にはU-18とアカデミー全体
を移行させ、トップチームに地元選手を送り込めるような
育成組織に充実させる計画です。
　サッカー以外の他のスポーツを取り入れ、「アジリティ
＆ラン」というランニング教室やヨガの教室を展開してい
るとともに、地域貢献活動や国際貢献活動も積極的に展開
しています。
　また、食育、指導方法、コンディショ
ニングなどの「講習会」。ランニング、
駅伝、ラグビー、バスケットボールな
ど他のスポーツとの「交流やイベン
ト」。キッズ教室、小学校などに選手、
コーチが訪問する「巡回教室」。海外
の子どもたちとのホームステイ、交流
試合、指導者派遣、指導者受け入れな
どの「国際交流」。等々の活動を拡大
し魅力ある「総合型地域スポーツクラ
ブ」を目指していきます。

一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ
「総合型地域スポーツクラブ」として、

事業展開しています。

Ventforet Sports Club

ヴァンフォーレ山の都駅伝
　一般社団法人甲府青年会議所と共催で幼児〜少学6年生までの子どもた
ちを対象とし、 幼児・児童の健やかな成長と、地域スポーツの振興に寄与す
ること、参加する子どもたちの友情の輪を広げ、健康増進と体力の向上を
図ると共に、生涯スポーツの普及を目指しヴァンフォーレ甲府のホームス
タジアム「山梨中銀スタジアム」を中心に実施いたしました。

甲府市ランクリニック
　ホームタウン甲府市の甲府スポーツ推進計画目標にある「子ども運動 機
会の充実」への協力として、TOPチームフィジカルコーチ、アカデミーコー
チが市内の小学校を訪問し、子どもたちに速く走るという運動の基本動作
を楽しみながら伝え、スポーツの枠を越えてさまざまなスポ−ツの楽しさ
と素晴らしさを伝えることを目的にランクリニックを実施いたしました。

ヨガの時間
　健康をサポートすることを目的に平日の夕
方やホームゲーム開催時に月2回のペースで
中学生以上の方を対象に『ヨガの時間』を開催
しています。
　 ハ ー ド な 体 幹 ト レ ー ニ ン グ の よ う な パ
フォーマンスアップが目的ではなく、自分の
身体と向き合いながら、それぞれのテンポで
身体を動かし身体の柔軟性をアップさせた
り、心身のリラクゼーションを目的としてい
ます。参加費は500円/1回で、お子様連れで
もクラブスタッフが対応するので安心、気軽
に参加できることも特徴です。

アジリティ &ラン
　トップチームのフィジカルコーチを中心に
専門的な角度から走る基本動作を習得する事
業です。アジリティでは、身体をもっと素早
く動かしたい。自分が持っている力を最大限
に発揮するために敏捷性を高める身体の使い
方や素早い方向転換ができるように、タニラ
ダーを使ったエクササイズを行い、ランでは
走るのが遅い、もっと速く走りたいという子
を対象にスピードアップのために必要なラン
ニングフォームから改善していきます。

サッカースクール
　ヴァンフォーレサッカースクールは、県内
6会場で年中〜小学6年生、女子を対象に『明
るく、楽しく、元気良く！！』を合言葉に活動
しています。2004年に開校されたサッカー
スクールでは現在、約517名のスクール生が、
楽しくサッカーを学んでいます。
　経験豊富なコーチ陣がサッカーを通して、
身体を動かす事の楽しさ、サッカーの技術や
戦術はもちろん、社会に出て通用する人間性
を養うことも大切にしながら活動してます。

※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。
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コロナ禍の活動

+ 緑が丘元気UPプログラム + ピンクシャツデー
　甲府市･緑が丘スポーツ公園の多彩なスポーツ施設を活用し、甲府市民が気軽にスポーツに親しみ、健康づくり・体力
づくりを行う機会を提供し、スポーツを日常的に楽しむ市民のすそ野の拡大にヴァンフォーレの人材（コーチ、スポーツ
クラブインストラクター資格保持者等）を活用したプログラムを実施し、ステップアップ型で運動強度を高めていく健
康プログラムを実施しました。

　2007年にカナダの学生がピンクのシャツを着た男子
生徒が「ホモセクシュアルだ」といじめを受け、見かねた
上級生が「みんなでピンクのシャツを着よう」と全校生徒
に呼びかけ、始まりました。このいじめ反対運動が「ピン
クシャツデー」。これを推進する山梨YMCAに協力しPR
を行いました。

オンラインサッカースクール山梨英和中高オンライン授業講師派遣ヴァンフォーレオープンフィールド
　対面式でのサッカースクールを実施できない状況が続
く中、トップチーム選手をゲストに向かえ、スクール生と
の コ ミ ュ ニ
ケーションを
図りながら一
緒に運動する
機会を創出し
ました。

　中学1年生から高校3年生までの体育のオンライン授業に
コーチを講師として派遣。自宅で過ごす時間が増える生徒
に 対 し て 家
でできるスト
レッチや、運
動不足解消の
ための運動を
指導しました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、小学校等
が休校になり、子どもたちが思い切り体を動かす機会が
ない中、運動を楽しめる機会を作れないかと考え、県内4
箇所で実施いたしました。

+ ヴァンフォーレご飯のチカラ
　プロスポーツ選手が「アスリートの食事」というテーマのもとに「食の
大切さ」を伝えます。

+ ヴァンフォーレ仕事図鑑
　学校側の希望するテーマに沿ったOB選手、クラブスタッフが学校を
訪問し、職業に関する話を行うことで仕事を知り、児童の職業観や勤労観
を養います。

+ 小学校巡回スポーツ教室
　小学校の体育の授業を対象とした巡回スポーツ教室では、「スポーツの
楽しさ」や「スポーツによる教育的側面」などを十分に意識した活動です。

+ ヴァンフォーレ夢のチカラ（オンラインにて実施）

　 ホ ー ム タ ウ ン 活 動
の一環として、ヴァン
フォーレ甲府の選手が
小学校を訪問し、児童と
のふれあい活動を通じ
て、ホームタウンの子ど
もたちの夢を育み、健全
育成に寄与することを
目的とします。

　「ヴァンタス実育山梨」は、ヴァンフォーレ甲府が取り組む食育・体育・知育・徳育の活
動を総称して名付けたプログラムです。
　この活動は、ヴァンフォーレ甲府オフィシャルスポンサー企業や各ホームタウンと
の間で教育的な観点を意識して展開するものであり、地域や家族の絆づくり、また、実
りある人を育み「つよく いきる」子どもを育て、「やさしく くらす」ことのできる山梨県
の地域活性化に寄与することを目的として活動しております。
※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。

10



　日本サッカー協会（JFA）・Jリーグ・各地域協会（FA）との指導体制の共有化を図ることが実現でき、日本サッカー協会が掲げる
「JAPAN’S WAY」の実現に向けオール・ジャパンの体制を構築できる可能性に繋がる取り組みです。

日本サッカー協会「モデルFA」
ヴァンフォーレ甲府では山梨県サッカー協会（YFA）と日本サッカー協会（JFA）との協働を図り、
山梨県内における新たなる育成システムの確立に努めています。

JFAユースディベロップメント体制の「モデルFA」とは？

JFA Model FA

トレセン活動・指導者養成
　「日本サッカーの強化・発展のため、将来日本代表選手となる優秀な素
材を発掘し、良い環境・良い指導を与えること」を目的に始まったトレセ
ン活動。山梨県においては、保坂不二夫アカデミーアドバイザーが山
梨県ユースダイレクター及び、JFAインストラクター（関東サブダイレク
ター）に就任、その他にも各年代にアカデミーコーチを派遣し更なる発
展を目指し活動しています。

L&Gハッピーサッカー教室
　L&Gはレディース＆ガールズの略称、山梨県内の女子（女性）のスポー
ツの普及、サッカーの普及を目指し、フェスティバルを開催しています。

JFAフットボールデー in YAMANASHI
　山梨県サッカー協会と共催し、幼児からシニアまで幅広い世代を対象
にしたフェスティバルを開催しています。サッカーやスポーツの楽し
さを味わってもらい、生涯にわたってスポーツに親しむことができる基
礎づくりや、スポーツを通しての心の育成を図ります。

キッズサッカーフェスティバル

キッズ巡回サッカー教室

　山梨県内6地域で開催しています。各地域の園児（年少）〜小学校3年
生の子どもたちを対象にしたサッカー教室です。サッカー経験を通し
てスポーツの楽しさを伝えるとともに、仲間づくりや子どもたちのコ
ミュニケーション育成の場として各会場で楽しいフェスティバルが開
催されています。

　山梨県内の幼稚園・保育園を巡回してサッカー教室を行っています。
サッカーを入り口にして、子どもたちがさまざまなスポーツに取り組め
るようなきっかけづくりをしています。体を動かすことの楽しさや爽
快さを伝え、積極的に外で体を動かして遊べるような楽しい時間を提供
しています。年間約100園を巡回しています。

※2020年はコロナ禍の為、未実施のイベントもあります。
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スポンサーの皆さまのご支援に心から感謝申し上げます
2020 VENTFORET KOFU OFFICIAL SPONSORS

アーク甲府店
アーバングリーン八田
燈屋
アップル車検
アドヴォネクスト
アマノ樹工
アルプス
イオンモール甲府昭和
今井整形外科医院
英雅堂グループ
エクステリア中川
エヌディエス
L.O.Dクリエーション
オオキ
大久保呼吸器内科クリニック
王子製紙
オーナメント依田
大森畜産
オギノ
小澤こころのクリニック
角市
加納岩総合病院
元旦ビューティ工業
北口事務サポートセンター
救心製薬
旭陽電気
貢川整形外科病院

くつま整形外科医院
K-ばっか
ケイビイワイ
健康科学大学
甲州ほうとう小作
甲府駅ビル　セレオ甲府
甲陽建機リース
古名屋ホテル
五味新聞店（甲府）
米福
近藤モータース
ササキ
正直堂
佐藤渡辺
サントリー酒類
サン.フーズ
幸せの丘ありあんす
システムインナカゴミ
昭和建設
社会医療法人加納岩
鈴健興業
中央葡萄酒
鶴田電気
テクノ工業
デリシャス通り
東京ガス山梨
東住機器販売

Doctor Jewelry
ドコモCS 山梨支店
トヨタレンタリース山梨
中島鶏卵市場
中村製作所
西鉄旅行
日産山梨会
ニッセー
日本製紙
日本通運山梨支店
ニュースコム
New Spiral
韮崎本町運送
パイの家エムワン
疾測量
檜家
笛吹農業協同組合
富士急行
藤二誠
藤精機
芙蓉建設
ブリリアント
フルーツ山梨農業協同組合
文化シヤッター山梨販売
マルモ
ミサワホーム甲信
ミヨシグループ

メイコー
明友機工
ものづくり.com
望月整形外科クリニック
やきまる
矢崎耳鼻咽喉科医院
山梨貨物自動車
山梨県建設業協同組合
山梨ＣＡＴＶ
山梨ジャパンパトロール警備
山梨スズキ販売
山梨ダイハツ販売
山梨中央広告社
山梨トヨタ自動車
山梨トヨペット
山本基礎工業
ユウシステム
湯澤工業
ユニフルーティージャパン
湯村自動車学校
ヨコハマタイヤジャパン山梨カンパニー
竜王新聞センターＯｋａｄａ
ワインクラブ
渡辺建設興業 

フェンス横断幕

浅川熱処理
アドブレーン社
アポーグループ
アポーメンテナンス
アルス
アルプスワイン
印傳屋 上原勇七
エスティケイ
甲斐日産自動車
キトー
金精軒製菓
グローバルハウス
コイケ
小泉
甲府記念日ホテル

甲府キンダイサービス
甲府警備保障
甲府商工会議所
甲府信用金庫
甲府ビルサービス
KOKUSAI・GROUP
甲州リハビリテーショングループ
坂本建運
サニカ
サンキムラヤ
サンニチ印刷
山日YBSグループ
三洋プロセス
JAグループ山梨
ジット

シミズオクト
清水建設
スパランドホテル内藤
生活協同組合パルシステム山梨
積水ハウス 山梨支店
セコム山梨
セブン−イレブン・ジャパン
タカギ
都留信用組合
帝京科学大学
DCMくろがねや
テレビ山梨
東京農業大学
内藤ハウス
日建

日産プリンス山梨販売
日本軽金属
日本公認会計士協会東京会山梨県会
日本ネットワークサービス
ネオシステム
ネッツトヨタ甲斐
ハギ・ボー
早野組
富国生命保険相互会社
富士観光開発
ベルクラシック
ホテル鐘山苑
マルアイ
山伸マテリアル
ヤマト運輸　山梨主管支店

山梨ガーデン
山梨学院大学
山梨交通
山梨信用金庫
山梨中央銀行
山梨日日新聞社
山梨放送
リコージャパン
梨北農業協同組合
YSKe-com
ワイ・シー・シー
YBST＆L

ピッチ看板

ラボ・テック

サポーティングスタッフビブス
ことぶき整形外科

担架隊ビブス
ゼロ

ボールパーソンビブス

天鳥　桂精機製作所　センティス21　三枡建設

砂場保護シート
アシストエンジニアリング　甲州夢小路

ヴァンくん
武田広告社　ウインズ石和　大木電機　日本ネットワークサービス　PHメンテナンス

バックスタンドバナー

スパランドホテル内藤　のりもの工房ツカダ

カート看板
こうの整形外科

ベンチ内側

シップス　にこにこクリニックこでら小児科　ニュー平和　フジオ

ベンチ前看板
甲府信用金庫　都留信用組合

応援定期預金

アウゲン田辺眼科
燈屋
石和健康ランド
小川歯科医院
奥湯村温泉紅椿の湯
カシマヤ製作所
クリーニングすわん
グルービー

甲府ビルサービス
小松電工
桜湯
シルクふれんどりぃ
スパランドホテル内藤
ゼロ・ディービー
美容室 ZELE
ブルーアース

古屋法律会計事務所
ホテル神の湯温泉
丸十山梨製パン
薬石の湯　瑰泉
ゆ〜ぷるにらさき
湯めみの丘

サポートカンパニー

長田不動産管理
コッコフーズ
武田食品
筑前屋

日清オイリオグループ
水口慎一・美津
モグラハウス
山梨県交通安全協会

山梨県法人会連合会
らーめん食堂れんげ

その他のスポンサー

ウイングファット
うえ田グループ
NTT 東日本
空海

クロス不動産投資顧問
近藤ニット
中央歯科医院
ハイアルチ

白州杜苑
山梨日野自動車
ラザウォーク甲斐双葉

メインスタンドコンコースバナー

グリッター　日本連合警備　ニューロン製菓　三井住友海上山梨支店
三ツ輪産業

メインスタンド最前列バナー

勝沼醸造　協和エクシオ　ソニーネットワークコミュニケーションズ　
武田広告社　ナカゴミ建設

メインスタンドバナー

はくばく　田丸　山梨信用金庫

エコパートナー
角屋ハウジング

試合球スタンド

クア・アンド・ホテル

HPバナー
いちやまマート

第4の審判ベンチ広告

富士メディカルサービス

飲水タイム

キッツ

アカデミー

甲府脳神経外科病院
日医工山梨グループ

担架広告

ダイタ
横浜家系ラーメン大黒家
山梨中央銀行

ベンチ広告

チケッティングパートナー グッズパートナー 選手入場口ロード 地域パートナー フェアプレイ

ユニフォームサプライヤー

練習着

ユニフォーム

ドリンクサプライヤー ビジョン

地域交流ウェア



甲府第一高OBによる「鶴城
ク ラ ブ 」を 母 体 と し て 日 本
サッカーリーグ（JSL）を目指
す「甲府クラブ」を結成。

1月主要株主より海野一幸社
長（現会長）と輿水順雄常務

（現エグゼクティブアドバイ
ザー）らが会社再建に着手。

1965(S40)

2001(H13)

チーム名を「ヴァンフォーレ
甲府」に改称。

J1・J2入れ替え戦で柏レイソル
に2連勝し悲願のJ1昇格。
ホームタウンを甲府市、韮崎市
を中心とする全市町村へ変更。

1995(H7)

2005(H17)

「株式会社ヴァンフォーレ山
梨スポーツクラブ」を設立。

2007年のJ2降格、2010のJ1
昇 格、2011年 のJ2降 格 を 挟
み、迎えた2012年。24戦無敗
を記録し、J2優勝を飾る。

1997(H9)

2012(H24)

J2に参戦するも最下位で終
了。

最終節までもつれるもJ2降格。
4月より「一般社団法人ヴァン
フォーレスポーツクラブ」の活
動を開始。

1999(H11)

2017(H29)

19連敗を含む26試合未勝利
を記録し、2年連続最下位。
12月には存続の危機に直面。

新型コロナウイルスによる
約4か月の中断を経て、過密
日程の中J1昇格を目指し最
後まで戦う。

2000(H12)

2020(R2)

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>

ヴァンフォーレ甲府について
About Ventforet

　これまでに行ってきた地道な活動は、山梨で「ヴァンフォレー甲府」というブランドを確立しました。これは、WEBやSNS上でも大き
な影響力を持つことになりました。これからも私たちはさまざまな活動を通して、地元「やまなし」への貢献とともに、全国、世界へ発信
できるクラブを目指していきます。

法 人 名 株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ

事 業 内 容 ①サッカークラブの運営　②サッカー試合の開催、運営　
③その他クラブ運営に関する一切の業務
④旅行業代理店

発 足 1965年（甲府第一高OBを中心に甲府サッカークラブとして）

設 立 1997年2月7日

資 本 金 3億6,700万円

株 主 山日YBSグループ… 9,120万円（24.8 ％）
山梨県… 8,000万円（21.7 ％）　甲府市… 4,000万円（10.8 ％）
韮崎市… 2,000万円（5.4 ％）      その他企業・団体… 76企業
個人…… 270人

代 表 代表取締役社長　藤原 弘

法 人 名 一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ

事 業 内 容 ①サッカーの普及・育成を図る活動
②学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
③国際交流活動に関する事業

設 立 2016年11月22日

代 表 代表理事　海野 一幸

　『VENT（風）』『FORET（林）』というフランス語の組み合わせで『風のように疾
く、ときには林のように静かに…』で知られる戦国時代の武将、武田信玄の旗
印『風林火山』に基づきます。

チーム名の由来

　チームカラーの青を基調にデザイン。山梨の豊かな自然の象徴として県花
「フジザクラ」を上部に配し、ヴァン（風）フォーレ（林）のチーム名の由来であ

る武田信玄の家紋・武田菱と、山梨の特産品であるぶどうをイメージしたワイ
ンレッドで表現。中央の「VFK」は、ヴァンフォーレ甲府の略語であるとともに

「Vital Fighting Knights（生き生きと戦う気品ある勇士たち）」を意味します。

エンブレム

　山梨特有の日本犬で、国の天然記念物でもある「甲斐犬」が
モチーフ。みんなから親しみやすく、覚えやすい名前である
こと、サポーターのみなさんからの応募数が一番多かったこ
と、そして「ヴァンフォーレ甲府」の頭の部分を取って命名さ
れました。

ヴァンくん

ヴァンフォーレ甲府クラブマスコット

　ヴァンくんと同じ「甲斐犬」をモチーフにしており、ピアノ
が得意な女の子です。山梨の名物である、ぶどうの葉をイ
メージした前髪が特徴です。ヴァンくんと一緒にチームを盛
り上げます。

フォーレちゃん

クラブ概要

クラブの歴史

※2020年11月現在

Yahoo!検索大賞2017・2018
ローカルカテゴリー 山梨 1位

twitter フォロワー数
@vfk_official 5.4万人

@ventforetkofu
facebook フォロワー数 1 .6万人

@vfk_official
Instagram フォロワー数 1 .2万人
YouTubeチャンネル登録者数

「ヴァンフォーレ甲府公式チャンネル」 5.5千人
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キトーは「地域社会に貢献する」という同じ理念を持つ、ヴァンフォーレ甲府を応援しています。

キトーは1932年の創業以来、モノを持ち上げ、運び、固定する作業に不
可欠な、マテリアルハンドリング機器を作り続けています。重いモノを持
ち上げるというシンプルな働きの中に製品の安全性や耐久性を追求し、
お客様の要望に応えた新たな製品を生み出しています。

その一つが、新製品の「電動チェーンバランサ」です。（写真右上）この製
品は、つり荷を直接持って自在に動かすことができます。手の動きと連動
してスムースに動かせるため、繊細な作業などでも活躍します。

また、環境に配慮した製品づくりも進めています。（写真右下）長尺のつ
り荷を横に吊った状態からリモート操作で立て起こしを行うこの製品は、
販売代理店との共同開発です。動きの中で発生する回生エネルギーをリ
チウムイオン電池に高速充電し、電力を再利用します。

⬆ 重力がある限り必
要とされるホイスト・

クレーンの活躍シー
ン ⬇



株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ
〒400-8545 山梨県甲府市北口2-6-10　Tel055-254-6867　Fax055-253-1695
https://www.ventforet.jp
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