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ビバ 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。
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キッズ・レディースフェスティバル
１５８名のキッズが集まりました。
２００８年 １１月 ２日 日曜日
尼崎市記念公園 陸上競技場にて

第一回 尼崎キッズ・レディースフェスティバルは、１５８名ものキッズを含む総勢 ３８８名と多くの
参加者により無事終了しました。サッカーボールと遊びながら体を動かす楽しさを、キッズリーダーと共に
過ごした時間でした。また、４年生以上のレィースでは、初めてボールを追いかける保護者の方々も和気あ
いあいゲームに参加されました。キッズリーダーのメンバーもいつの間にか笑顔になる、とても暖かいフェ
スティバル。関係者の皆様ご協力ありがとうございました。
キッズリーダー準備室より

受付する子供達！

参加者とキッズリーダー

ボールフィーリン
グ！

レディースカテゴリーは、３チームに分かれてのゲーム。
キッズ同様に いっぱい汗をかきました。

兵庫県

秋の大会

特集！

各年代で繰り広げられています秋の各大会は、全国大会への道に繋がって
います。尼崎から県大会へ出場された代表チームの成績と、兵庫県代表とし
て全国大会へ出場するチームをご紹介します。
第８７回 全国高等学校選手権大会
（兵庫県高校選手権）

第５回 関西クラブユース
地域リーグ（Ｕ－１８）
第５回関西クラブユース地域リーグＵ－１８ （ ８月
３１日～１０月１９日関西各地にて）に参加している明
倫クラブユースは、予選Ｂブロック・リーグを勝ち抜き
ノックアウトラウンド準決勝（１０月１３日）まで進出
しましたが、フジタ枚方に０－４で敗退しました。ご声
援ありがとうございました。

第８７回 全国高等学校選手権予選を兼ねる、平成２０
年度兵庫県高等学校選手権大会・中央大会に市内の高校か
ら唯一進出した「市立尼崎高校」は、初戦１０月１１日に
県立西宮高校と対戦。延長戦までもつれましたが、１－２
で敗退しました。
１１月９日（日）ホムスタで行われた決勝戦は滝川第二
５－２ 神戸科学技術。年末年始首都圏で開催されます、
全国大会へは滝川第二が出場いたします。

優勝したＦＣライオスＵ－１８は、地域代表決定戦を勝
ち抜き、中日本第一代表として全国大会へ出場します。
２種委員会より

第４２回

兵庫県中学生（Ｕ－１５）サッカー選手権大会

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・尼崎予選を勝ち抜いた「長洲ＳＣ
Ｊｒユース」と「明倫クラブ Ｊｒユース」が代表として県大会に参加。９月２８日の一回戦で両チームとも敗退しました。
（長洲ＣＳ
０－１ 本庄中 。明倫クラブ ２－５ ＦＣ ＡＺＡＬＥＡ三田）。関西大会へは上位５チームが進出
（１位ビッセル神戸ＪｒＹ・２位エストレライーグレット・３位ＦＣライオス・４位ＦＣフレスカ・５位西宮ＳＳ）。
高円宮杯第１９回全日本ユース（Ｕ１５）サッカー選手権へは、関西大会を勝ち抜いたビッセル神戸Jr.YとFCライオスが出
場します。
３種委員会より

第４１回

兵庫県

4年生の部

少年サッカー大会

１１月８日（土）小雨の降る中、明石海浜公園グランドで開催さ
れました。６年の部（Ｕ－１２） 代表「長洲ＳＣ」は、柏原キッズ
ＦＣに０－４で敗退。また４年の部（Ｕ－１０）代表「大庄ＳＣ」は、
兵庫ＦＣに０－３で敗退しました。両チームへのご声援ありがとうご
ざいました。 優勝は、６年・４年とも「兵庫ＦＣ」でした。
６年の部上位４チーム「兵庫ＦＣ・ビッセル神戸Ｊｒ・柏原キッ
ズＦＣ・エストレラ津田ＳＣ」は、日ハム杯関西少年サッカー大会
に出場します。 ４年生の部上位２チーム「兵庫ＦＣ・ＦＣリベリ
オン」は、ＪＡ全農杯関西チビリンピック大会へ参加します。

バーモンドカップ

６年生の部

U１０

U１２

大庄SC（白）VS兵庫FC
長洲ＦＣ（白）VS柏原キッズFC
４種少年委員会より

第１８回全日本少年フットサル選手権大会

少年フットサル県大会は、１６チームが参加し尼崎記念公園体育館で１０
月１２･１９日で行われました。 尼崎代表の「武庫之荘FC」と「長洲SC」
は、ともに予選リーグで敗退しました。決勝戦は ビッセル神戸Ｊｒ ３－１
ＦＣライオスＪｒ．
優
勝したビッセル神戸Ｊｒ．が兵庫県代表として全国大会へ出場します。
４種各チームからオフィシャルとして協力いただきました各チームの方々大変
ありがとうございました。

尼崎サッカー愛好会

県リーグ昇格ならず

県都市リーグ決勝大会
平成２０年度 兵庫県都市リーグ決勝大会・予選トーナメ
ントに進出した「尼崎サッカー愛好会」は、初戦１１月９日
明石代表の「ＦＣ ＬＡＤＹＧＯ＋Ｆ（Ａ）」を９－１で快
勝。しかし二回戦 姫路代表の「獨協蹴鞠団」に１－３で惜
敗しました。ご声援ありがとうございました。
＊２００８年

尼崎社会人リーグは終盤戦を迎えています。

１種・社会人委員会より

市立尼崎

フットサル委員会より

U17ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ

残留

兵庫県ユースサッカーＵ１７トップリーグＢブロック
５位となり11月30日の入替え戦で、市立尼崎３－１八鹿
次年度はＵ１８トップリーグに参戦予定。

ヤンマー尼崎

県Ⅱ部リーグ通期

２位

兵庫県社会人サッカーリーグⅡ部「ヤンマー尼崎」は、
前後期通じて２位（勝ち点３１）となりました。
ご声援ありがとうございました。

今年の秋も

尼崎市内で様々な活動を行いました。

今回で４０回を迎えました「尼崎サッカーカーニバル」は、１０月１９日
秋晴れのもと尼崎記念公園陸上競技上・サブグランドにて、１，５００名以
上の尼崎のサッカーを愛する方々が集結し盛大に開催されました。当日は公
務ご多忙の中 尼崎市長 白井 文さまを始めご来賓の方々や、御年９１才
になられる尼崎サッカー協会・木村誉顧問も元気に参加された開会式で始ま
りました。 リフティングやリレー・中距離走、中学生年代と高校生年代の
交流戦、サブグランドではアメリカンＰＫ戦やプレースキックを開催。
４０周年記念行事として姫路協会との交流戦（シニアの部とジュニアの部）
など一日 楽しい笑い声がこだましていました。

開会式

周年記念事業

姫路協会との交流

シニアの部試合後の握手

秋晴れの下

40

ジュニア試合（６年・５年）

木村名誉顧問

尼崎市長

白井

文さま

優勝記録
５７ｍ

尼崎選抜

第８回

中・高対戦

プレースキック

アメリカンスタイルＰＫ

マスターズ2008インあまがさき選手権

優勝「ヤンマーＯＢ会＋リサイクルズ」 ！
１１月１６日(日）尼崎記念公園陸上競技場にて開催。
この大会は、市内８チームを４チームに編成しトーナ
メントで行われました。（「尼崎シニア」「ヤンマー
ＯＢ会＋リサイクルズ」「オズシニア＋パピーゴ連
合」「尼北愛好会＋パウリスタ＋市役所・チタ連
合」） 。大会終了後は、懇親会にて健闘を称えあい
ました。

リレー・中距離走

レディース

最高記録
１３９０回
（中学生です）
リフティング大会

市民スポーツ祭
優勝は明倫マミーゴ

市内５チームによる市民スポーツ祭 ママさの部
表彰式が１０月１９日にありました。順位は下記の
とおりです。現在は秋季大会（８人制）の真っ最中。
一度見に 来てください！！
１位
２位
３位
４位
５位

明倫マミーゴ
塚口ＡＦＣ
長洲ハナコ
武庫之荘グリーン
武庫バレンシア
女子委員会より

Ｆリーグに２，０９２名！

シニア委員会より

医事講習会 開催しました。
去る１１月５日尼崎体育館地下研修室にて、兵庫医
科大学 整形外科講師、ガンバ大阪チームドクターで
あられる 戸祭 正喜先生をお招きし、「サッカーで
よく観られるケガに対する応急処置」と題して医事講
習会が開催されました。約１時間半、１８０名の受講
者に分かり易すくお話していただきました。戸祭先生
ありがとうございました。（当日はＡＣＬ決勝ホーム
第一戦３－０、アウェでも快勝ＡＣＬチャンピオン
に！おめでとうございました。）
医事委員会より

ご講演中の
戸祭正喜 先生
武部

医事委員長

１１月３０日尼崎記念公園体育館
にて開催された、デウソン神戸と湘
南ベルマーレは、７対３でデウソン
神戸の勝利。多くの観戦頂きありが
とうございました。
フットサル委員会より

森永カップ(U10）開催
１１月１・２日森永カップ４年
生大会が、森永グランド、下坂部
小学校にて開催。２日間に渡りご
協力いただきました、森永製菓様
には大変お世話になりました。
４種委員会より

新人戦情報
高校生･新人戦

阪神地区予選

兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ（U-14)新人戦

（２種）

平成２０年度阪神地区高等学校サッカー新人大会は、尼崎
市内から８校が参加し１２月２０日から１月中旬まで阪神地
区各地で開催。県大会出場する９代表校が決まります。

中学生 新人戦 尼崎市内予選 （３種）
尼崎市中学生新人大会が開催されました。市内予選は「１位・
大庄北中」「２位・成良中」「３位・常陽中」。この３校が阪
神地区大会へ進出しました。阪神地区一回戦の結果は「大庄北
中０－１宝塚中」「「成良中０－１天王寺川中」「常陽中１－
０精道中」。２回戦は「常陽中０－２関西学院」でした。

本年度の大会へは１次リーグ(１１月２日～１６日）に
尼崎市内から５チームが参加。尼崎ＦＣが２次リーグへ
進出。（１２月１３日から）上位８チームは次年度第２
４回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ１５）兵庫大
会のシード権が得られます。

関西少年サッカー大会(U-11)

冬の大会情報

兵庫県社会人都市対抗（１種）

１３都市協会の社会人選抜代表チームが競い合います。尼
崎代表は、昨年８月から選抜選考を行ってきました。前回大
会は準々決勝で敗退。優勝目指して頑張ります。
初戦は神戸選抜。２月１日（日）姫路球技スポーツセンター
にて。

第６２回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

Ｕ１６選抜１３チームにＵ１５県トレセンが加った１４
チームが１～３部に別れてのリーグ戦。１月１７－１８日淡
路島・佐野グランドにてリーグ戦を行います。尼崎は今年は
２部に昇格して戦います。

尼崎市理事長杯中学生ｻｯｶｰ大会(U13)(３種）

第２０回 少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ（４種）

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３（３種）

各地区 Ｕ１３トレセンにヴィッセル神戸と県トレセンＵ
１２を加えた１５チームでリーグ戦とトーナメントを戦いま
す。日時は、２月２８日、３月１･７日淡路・播磨光都にて。

第３１回

2008年度尼崎カップ（U15ﾘｰｸﾞ戦）（３
種）
各チームが希望するブロック（Ａ１０チーム・Ｂ９
チーム）に分かれてリーグ戦を繰り広げます。12月から3
月までロングランの大会です。
市内U13世代のすべてのチームが参加し、１月中旬に
各中学校グランドにて開催されます。優勝チームは2月
開催の県大会へ出場します。

(２

種）

第４回

兵庫県都市対抗選抜少年ｻｯｶｰ大会（４種）

兵庫県下のＵ１１地域トレセン１３チームがしあわせの村に
終結（２月開催）。寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げらます。
県トレセンの選考会も兼ねています。

２０周年記念大会となります「青少年道徳教育」尼
崎南ライオンズクラブ会長杯争奪戦であるこの大会は、
１１月１３日（日）の開会式でスタート。当日開催した
３年以下のドリブル競争は保護者の方々と楽しく行われ
ました。大会は学年別に６年・５年・４年・３年・３年
以下の各ブロックのリーグ戦方を行います。
閉会式は ２月２２日の予定です。
第１８回

尼崎サッカー協会

尼崎市サッカー選手権大会

市年度は市内３０チームが参加し、尼崎市NO. １を決定する
・尼崎・北摂・西宮・芦屋・神
大会です。１０月２６日から市内各グランドで実施されています。
・東播・北播・姫路・西播磨・

新年会

４級審判講習会のお知らせ

・日時 １月１７日（土）
付
宴

あましん杯少年ｻｯｶｰ大会（４種）

尼崎信用金庫主催の本大会は、第１８回を数えます。
尼崎予選は２月下旬に開催し、代表２チームが決定しま
す。阪神大会は、新年度４月に、尼崎陸上競技場で開催。
新学年６年生として参加します。

第４３回
兵庫県１３都市協会をご紹介しま
す。
戸・明石
丹有・但馬・淡路

（４種）

第15回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、尼崎市秋季
大会５年生部は、１月２５日には尼崎代表１チームが決定。
３月 三木防災で開催予定の県大会へ出場します。

選抜活動情報
第３９回

（２種）

午後６時００分受
・午後６時３０分開
・場所 ホテル「ホップイン」アミング２Ｆ
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生涯現役を目指して

50

審判委員会より

尼崎サッカー協会
顧問
藏
力

今、好きなサッカーを
している時が一番楽しい
です。いつまでも続けら
れれば、もっと楽しいと
思います。
このサッカーは若者のス
ポーツと思われるかもし
れませんが、近年は全国
大会として「 歳以上ス
ポレク」「 歳以上・ね
んりんピック」「 歳以
上・ロイヤル」等が開催
されています。
年令に合ったサッカーを
すれば、いつまでもプ
レーできます。若い時と
同じ考えでは体がついて
いかないので止めてしま
います。チームの勝敗よ
り自分流プレーと２人の
パスの継がりを重点に考
え、親睦楽しみを一番に、
勝敗は二番と考えましょ
う。
「ケガしない」「ケガさ
せない」「ガマンしな
い」でも納得して喜び、
やりたい時に好きなサッ
カーをやることが最高の
喜びです。
蹴球年代の皆さんやりま
しょう！
60

＊会場
＊申し込

蹴球尼崎

各種委員会よりの出席をお願いします。 総務委員会より

＊日時 １月２５日（日）更新・新規
３月 １日（日）更新・新規
尼崎市記念公園総合体育館 地下研修室
み、
から。

