初刊

ビバ

２００８年１０月１９日

尼崎サッカー

ビバとはイタリア語で、万歳（ばんざい）という意味。
様々な尼崎のサッカーを皆さんとともに支えるための情報紙です。

発行者 理事長

中谷 春夫

hｔｔｐ：//www．a-fa．net/

第４０回 尼崎サッカーカーニバル
２００８年

１０月１９日

尼崎市記念公園

ⅰn
第４０回

日曜日

陸上競技場にて開催！

兵庫サッカーデー

尼崎サッカーカーニバル
プログラム
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師田 二郎

サッカーマガジン昭和４４年１２月号の記事より
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ご挨拶
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尼崎サッカー協会 会長

尼崎サッカーカーニバルは、尼崎サッ
カー協会活動の中で、年間を通して最大
の行事であり、本年で第
回を迎えます。
第一回大会は昭和 年 月 日に、尼崎
市記念公園陸上競技場に於いて行われま
して、私の記憶が正しければ以来一度の
中止もなく行われてまいりました。
本年も晴天のもとに、尼崎サッカーを愛
する多くの皆様のご参加のもと開催され
ますことを楽しみにしております。

・日時：２００８年１０月１９日（日）
・場所：尼崎市記念公園陸上競技場
及び サブグランドにて
（尼崎市西長洲１－４－１）
・日程：9:00～ 開会式
実施内容
・ボールリフティングﾞ（共通）
・学年別リレー
・中距離走
・アメリカンＰＫ戦）
・プレースキック
・招待交流試合
姫路協会ＶＳ尼崎協会
など。

尼崎市秋季中学生サッカー大会
兼 第４２回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

長洲ＳＣと明倫クラブが尼崎代表に決定！
尼崎市秋季中学生サッカー大会 兼 第４２回 兵庫県中学生サッカー選手権大会 尼崎地区予選が８月
２３日（土）から市内各中学校グランドにてトーナメント形式で行われました。この大会は学校の部活動
チームやクラブチームが参加する文字通り 中学世代（Ｕ－１５）Ｎｏ１を決する大会です。去る８月３１
日（日）園田中学校グランドで準決勝、決勝戦がありました。準決勝第一試合 ＡＦＣ ｖｓ 長洲ＳＣは、
一点を争うゲームとなり、前半ＦＫから直接決めた１点を長洲ＳＣが守りきり、 ＡＦＣ ０－１長洲ＳＣ、
準決勝第二試合は、若草 ＶＳ 明倫。前半２点で折り返した後半、若草も１点を返すものの、若草１－４
明倫。決勝戦は長洲ＳＣ ０－０ 明倫（ＰＫ４－２）で長洲ＳＣが
準決勝 若草ＶＳ明倫戦
優勝しました。この決勝戦の２チームは尼崎代表として兵庫県大会へ
出場します。（３２チームが参加。９月２８日～１０月１３日）
その上位５チームは高円宮杯第１９回全日本ユース（Ｕ１５）
サッカー選手権に繋がる、関西大会出場権が与えられます。

速報：県大会出場の両チームは、惜しくも一回戦で
敗退しました。結果は次の通りです。
長洲ＣＳ
０－１ 本庄中
明倫クラブ ２－５ ＦＣ ＡＺＡＬＥＡ三田

目指せ全国大会

３種委員会より

明倫ユース

Ｕ１２選抜活動報告

第５回関西クラブユース地域リーグ（Ｕ－１８）開幕。
８月３１日～１０月１９日 関西各地域で第５回関
西クラブユース地域リーグＵ－１８が開催されます。
この大会は、関西ユースチーム１２チームをＡ・Ｂブ
ロックに分けたリーグの後、ノックアウトアウトラウ
ンドを行います。１位は１２月に関東で開催されるＪ
ユースカップへの出場をかけ、北信越代表との出場決
定戦（１０月２６日）への権利を得られます。Ｂブ
ロックは「明倫、エストレラ姫路、枚方ＦＣカンテラ、
ＡＳラランジャ京都、大阪狭山ＳＣ、ＢＩＷＡＫＯ
ＳＣ」ご声援よろしくお願いします。

２種委員会より

シニアリーグ白熱

現在尼崎には、８チームのシニアチー
ムにより、春と秋リーグ戦を開催してい
ます。暑さに負けず、寒さに負けずボー
ルを追いかける気持ちは若い皆さんには
負けていません。８月３１日も３０度を
越す中いつもと同じ笑顔がありました。

シニア委員会より

レディース

８月２２～２４日神戸しあわせ
の村にて開催された神戸ジュニア
カップサッカーにＵ１２尼崎選抜
が参加。４位リーグで優勝しまし
た。海外から参加の韓国チームか
ら学んだボールを止める、ボール
を奪いにいくなど基本的技術の高
さに追いつくため、尼崎選抜の課
題として今後トレーニングを積ん
で行きたいと思います。

技術委員会より

ボニート尼崎

惜敗

第９回関西レディース兵庫県予選が７月２７
日日曜日 酷暑の尼崎市記念公園陸上競技
場で行われ、尼崎レディース選抜チームであ
る、「ボニート尼崎」はトパーズ神戸と対戦し
前半０－０で終了しましたが、 ０－１で惜敗し
ました。毎年対戦内容がよくなってきていて
います。来年に期待！

女子委員会より

兵庫県少年サッカー大会 尼崎代表は
Ｕ１０「大庄ＳＣ」・Ｕ１２「（１０月１１日決勝戦予定）」
第３１回尼崎秋季少年サッカー大会が、９月１４日から１０月初旬
尼崎市内各グランドで開催されました。この大会はＵ－１２（６年生
以下）世代では最後の公式戦、またＵ－１０は初めての公式戦として
第４１回兵庫県少年サッカー大会（明石市）への予選も兼ねています。
各チーム、保護者、応援者の皆様へお願い
陸上競技場での応援は必ずメインｏｒバックスタンドで
お願いします。本部や更衣室付近（ピッチレベル）での
応援はできません。ご協力お願いします。

少年フットサル代表は、武庫之荘ＦＣと長洲ＳＣ
（県大会は尼崎市記念公園総合体育館メインアリーナで開催）
バーモンドカップ第１８回全日本少年フットサル選手権大会尼崎予選が、
９月１３日（土）行われ、決勝戦は武庫之荘ＦＣが長洲ＳＣを１－０で
破り優勝。両チームが尼崎代表として１０月１２･１９日と同会場で開催
の県大会へ出場します。

４種少年委員会より

第２８回全国選抜Ｕ１３フットサル大会

無事終了

８月２・３日、全国より１２チームが参加して、第２８回全国選抜Ｕ１３フットサル大
会が、東京・愛媛・三田・丹波・箕面・西宮・伊丹・各チームを尼崎チームが迎え、２日
間に渡る大会を無事終了しました。優勝チームの尼崎東ミュートス、準優勝の東京から参
加ＬＡＲＧＯ．ＦＣの選手に、今回から主催となりました尼崎東ロータリークラブの方々
からメダル授与を一人一人行い健闘を称えました。今後とも尼崎東ロータリーの武部会長
をはじめ役員の方々バックアップよろしくお願いいたします。
また夜行われました、社会人フットサルも無事終了しました。

尼崎サッカー愛好会
社会人クラブ選手権

フットサル委員会より

惜敗

県大会準優勝

第１５回 社会人クラブチームサッカー選手権 兵庫県大会は、去る８月２４日
（日）好天に恵まれた神戸ユニバー補助競技場で１０：００から決勝戦が行われまし
た。トーナメントを勝ち上がった 尼崎サッカー愛好会は、県リーグ１部のＦＣ加古
川と対戦しましたが、惜しくも０－３で敗退。関西大会出場はなりませんでした。
ご声援ありがとうございました。
＊兵庫県代表のＦＣ加古川は関西予選、
大阪代表の貝塚フットボールクラブ
を破り、１１月１日から秋田県で開催
予定の全国大会へ出場します。

尼崎サッカー愛好会が・市スポを制す！
尼崎市民スポーツ祭
サッカー 社会人の部
決勝戦は、８月３１日
尼崎市記念公園陸上競
技場で行われ、尼崎
サッカー愛好会がアシ
ストを６－０下し優勝
を飾りました。

１種・社会人委員会より

フットサル・Ｆリーグが尼崎初上陸！会場を埋め尽くそ
う！
今年で２年目を迎えた、Ｆリーグ。兵庫県下とホームとする「デウソン神戸」が湘南ベルマーレを迎え
てのホームゲームを１１月３０日（日）尼崎市記念公園総合体育館メインアリーナで開催します。自転車
で、歩いて行けるチャンスは今年はこれだけ。スピードあふれるフットサルの魅力を目の前で観戦し、尼
崎のサポーターで会場を満員して 地元デウソン神戸を応援しよう。
◆２００８年１１月３０日 日曜日 １４：００ キックオフ
◆尼崎市記念公園体育館メインアリーナ

デウソン神戸（３位）ＶＳ 湘南ベルマーレ（７位）第７節現在
●チケット情報は、デウソン神戸ホームページにて確認願います。

サッカーでよくみられるケガ
に対する応急処理を学ぼう！

４級審判講習会「新規講習」と「更
新講習」の日程をお知らせします。

今年の医事講習会のテーマは「サッカーでよくみられるケ
ガに対する応急処理」。各チームの指導者、保護者、チーム
代表者の方々は是この機会をご利用いただき選手のケガにお
役立て下さい。
◆１１月５日水曜日１９：００～２０：３０
◆尼崎市記念公園総合体育館地下１Ｆ研修室
（０６－６４８９－２０２７）

・１１月３０日（日）更新
・ １月２５日（日）更新・新規
・ ３月 １日（日）更新・新規
会場は尼崎市記念公園総合体育館 地下１Ｆ研
修室を予定しています。詳細は尼崎サッカー協
会ホームページ審判委員会にアップしています。
申し込みは、

医事委員会より

から。

審判委員会より

４３名のキッズリーダーが誕生しました！

サッカーを通じて体を動かすことを思う存分楽しむ事がで
キッズ＆レディース
きるようにサポートするキッズリーダーの養成講座を（主
フェスティバル開催します。
催：兵庫県サッカー協会
主管：尼崎サッカー協会） 、１
０月５日（日）尼崎体育館・大成中学校にて開催しました。
当日は、４種・シニア・レディースの受講者が、ビッセル神
１１月２日日曜日０９：３０～１１：３０
戸から派遣された２名の講師による講義と実技を受けました。 尼崎記念公園陸上競技場にて幼稚園・保育
とても分かりやすく、楽しみながらの研修会でした。
園・小学校低学年（３年以下）と女性（小学
校４年生以上すべて。）を対象に、ゲームを
楽しんでいただくフェスティバルを開催。
募集人員はキッズ・レディース 計２４０名。
（保護者同伴）
◆申し込み方法・お問い合わせは
尼崎サッカー協会 ：佐藤敏郎副会長 宛
ＦＡＸにて ０６－６４２７－５９３８

社会人県リーグ情報

兵庫県ユースＵ－１７トップリーグ２００８

兵庫県社会人サッカーリーグⅡ部に参加している「ヤンマー尼
崎」は、１０月５日現在２位（勝ち点２７）と好位置につけています。
１部復帰を目指して頑張っています。 今後のヤンマーグランドで
のホームゲーム１０月１２・２６日の予定です。
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編集後記

年前の思い出

尼崎サッカー協会
副会長

30

佐藤 敏 郎

「ビバ尼崎サッ
カー」発行を迎え
年前を思い出しまし
た。

当時協会の役員を
されていた大塚先生
がＡＦＡニュースを
毎月発行されていま
した。当時はガリ版
での印刷で、カ
ラー・写真はありま
せんでしたが、記録
を含め発行を楽しみ
にしていました。

今回の発行を見る
と、新しい時代でカ
ラフルなものとなっ
ています。配布・印
刷など検討すべき事
項もありますが、継
続して発行できるよ
うに応援したいもの
です。

限られたスペース
ですが、皆様から原
稿をお待ちしていま
す。

市立尼崎高校サッカー部が参加している、 兵庫県
ユースサッカーＵ－１７トップリーグは終盤戦を向かえ、
１０月４日現在残り１試合を残して 勝ち点９のＢブロッ
ク４位につけています。頑張れ 市尼サッカー
部！！！

