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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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第５９回 尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会４月２６日（日）開幕！

春を迎える大会として開催されています、今年で５９回目を数える尼崎市民
スポーツ祭 サッカー大会。６つの部（８カテゴリー）に１２０を超えるチー
ムが参加し市内各会場で熱戦が繰り広げられます。
「１」トーナメント・小学生の部（６年生の部・５年生の部・４年の部）
・中学生の部・高校生の部・一般の部、

「２」リーグ戦

・ママさんの部・シニアの部

全カテゴリー終了しました。
平成２０年度 尼崎市体育協会会長杯サッカー大会
兼 尼崎市長旗選手権大会サッカー大会
１２１チーム（全カテゴリー合計）が参加して２００８年１０月１９日の開会式でスタートしましたこの
大会は、２月・４種Ｕ１１（５年生以下の部）と３月１種（社会人の部）が決勝を迎え無事終了しました。
すべてのチーム 選手・コーチ・関係者・保護者そしてグランド施設関係の方々へ感謝いたします。
第３１回 尼崎市秋季少年サッカー大会
兼第４１回兵庫県少年サッカー選手権大会尼崎予選・Ｕ１２（６年生以下）長洲ＳＣ ・Ｕ１０（４年生以下）大庄ＳＣ
兼第１５回関西少年大会尼崎予選
・Ｕ１１（５年生以下）園田ＪＳＣ
第３５回 尼崎市中学生秋季サッカー大会
兼第４２回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎予選・Ｕ１５
平成２０年度
第１６回

尼崎市高等学校サッカー選手権大会

第８回

尼崎市ママさん秋季サッカー大会

第４３回

シニア秋季サッカー大会
尼崎市サッカー選手権大会兼市長旗大会

尼崎FC

・市立尼崎高校
・明倫マミーゴ
・リサイクルズ
・尼崎サッカー愛好会

冬の大会

特集！

冬季期間は、新チームによる大会が目白押し。
また、選抜チームによるトレーニングも集中する時期です。
尼崎の各チームの戦績をご紹介いたします。

市立尼崎高校
平成20年度

新人戦

園田ＪＳＣ

県３位！

兵庫県高等学校サッカー新人大会

１回戦敗退。

関西少年サッカー大会（Ｕ１１）

地区予選を勝ち上がった市尼は、順調
に勝ちあがり。２月１１日アスパ五色での
準決勝 滝川第二との対戦には、師田会長
も駆けつけ大勢の関係者で声援。後半最後
までもつれましたが、０－１の惜敗でした。
フェアープレー賞に耀きました。
（ ２年連続ベスト４進出でした）
市尼（赤）VS
２種委員会より

尼崎FC 県大会１回戦敗退

県大会

滝二（白）

第15回関西少年サッカー大会県大会（3月14･15日三木防
災）へ出場した園田ＪＳＣは、西宮第二代表の 夙川サッカー
クラブと対戦。０－２折り返した後半１点を上げた後は猛攻続
きましたが終了間際カウンターで点を取られ１－３で敗れまし
た。市内予選秋季大会５年生部 決勝は、園田ＪＣＳ１－１太
陽南塚、勝者を決めるＰＫ戦で、４－３で園田ＪＣＳが１位と
なりました。
４種委員会より

中学生ｻｯｶｰ大会（Ｕ１３）
尼崎予選準々決勝
VIVORIO VS 成良中より

尼崎市理事長杯を兼ねた市内予選突破の尼崎ＦＣは、２月７日伊丹ス
ポーツセンターで開催の県大会に出場。前半１０分に１－１の同点に追
くなど健闘しましたが、結果は、尼崎FC１－６伊丹FCでした。
また市内予選結果は次の通りです。
（準決勝

伊丹FC VS

尼崎ＦＣ４－１VIVORIO、長洲ＳＣ２－１南武庫之荘。

尼崎FC 決勝戦は、尼崎ＦＣ２－１長洲ＳＣ。 １月１７日若草中学校にて）

Ｕ１１尼崎選抜

情報

選抜

第３１回 兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会

Ｕ１６尼崎選抜

Ｕ１３尼崎選抜
第４回

情報

選抜

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３

２月２８日、３月１･７日淡路・播磨光都にて、各年協会
Ｕ１３トレセンにヴィッセル神戸と県トレセンＵ１２を加えた
１５チームでリーグ戦を戦いました。

２月１４・１５日としあわせの村で開
催。1次リーグ１組（尼崎・但馬・神戸
B・北摂B）では、１勝２敗で４位トーナ
メントへ。１３位決定戦では２－５で姫
路選抜に敗れました。寒い中ご声援あり
がとうございました。

４種・技術委員会より

３種委員会より

尼崎トレセンは、1勝・１分け・２敗で、Ｃグループ
３位の成績でした。

尼崎（緑）VS

情報

選抜

第６２回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)
１月１７－１８日淡路島・佐野グラ
ンドにて、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。
尼崎は１分け３敗でした。
尼崎（水色）VS

３種・技術委員会より

但馬(赤）

社会人尼崎選抜 情報

２月１日（日）姫路球技スポーツセンターにての１回戦 神
戸選抜とは、前半終了間じかに失点し０－１。 後半攻め込み
ましたが、師田会長、河北顧問の声援も届かず、０－３で敗退。

但馬(黄）

２種・技術委員会より

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ

選抜

第３９回 兵庫県社会人都市対抗

県リーグ戦情報

尼崎（白）VS
神戸(緑）

１種・社会人委員会より

２００９兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ１５

２００８－２００９
今年からＵ１５世代でレベルの拮抗した長期的なリーグ戦
を展開しすることになりました。 １月１８日からスタート。
（県リーグと地域リーグ）

県Ｕ１８トップリーグ参加の市立尼崎高
校。エストレラ姫路を迎えた今シーズンの
開幕戦が１月２４日（土）市尼第二グラン
ドで開催。前期は６月１４日（日）まで。
Ａブロックの紹介
「市尼崎」「エストレラ姫路」「神戸弘
陵」「報徳」「明石城西」「龍野」「三
田」「県西宮」

市尼（白）VS
ｴｽﾄﾚﾗ姫路（緑）

兵庫県社会人サッカーリーグ

尼崎からは４チームが参加。
県１部 ・・・尼崎東ミュートス
県２部Ａ・・・尼崎ＦＣ
県２部Ｂ・・・明倫クラブ
地域Ｃﾌﾞﾛｯｸ･・長洲ＳＣ

２００９年度よりⅠ部復帰した「ヤンマー尼崎」。前期は、４月５日からスタート。
ヤンマーグランドでのホームゲームは4月１９日、２６日、５月１０日、３１日です。

尼崎サッカー協会

新年会

盛大に開催！

１月１７日(土）尼崎サッカー協会の新年会が盛大に開催されました。会場はＪＲ尼崎駅前の「ホテルホップイン２Ｆ
オークルーム」。１２０名以上ものサッカー関係者で埋め尽くされました。当日１月１７日は、１４年前 阪神淡路大震災
が発生。お亡くなりになった多くの方々のご冥福を祈るため、出席者全員で黙祷を行いました。
その後、尼崎サッカー協会 師田会長からの挨拶で始まりました。当日はご多忙の中ご来賓の方々（尼崎市教育委員会社
会教育部スポーツ振興課、尼崎南ライオンズクラブ、（株）ニチレク）のご臨席の中、兵庫県サッカー協会 理事 塚原４
種委員長による乾杯のご発声で開演しました。
途中、お楽しみ抽選会では抽選に外れる方が少なくなるほどの多数景品を、日ごろお世話になっています「各スポーツ店
様」「各メーカー様」「ホテルホップイン様」「ニチレク様」より、ご提供を頂きました。ご協力いただきました各位様
誠にありがとうございました。（外れた方ごめんなさい。）
総務委員会より

ホテルホップイン会場

師田会長より挨拶

全２１８試合 無事終了！第２０回

ご出席いただいた方々

お楽しみ抽選会のひとコマ

少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ

昨年１１月１３日スタート「青少年道徳教育」尼崎南ライオンズクラブ会長杯
争奪戦 ２０周年記念大会は、全２１８試合を消化し、２月２２日の閉会式を迎え
ました。各学年、ブロックの優勝チームや優秀選手には、記念のメダルが尼崎南
ライオンズクラブの役員の方々より選手ひとりひとりに渡されました。
また、献血にご協力いただきました、各チームの関係者・お友達の方々へお礼申
し上げます。尼崎南ライオンズクラブ各位様ありがとうございました。

第４回

Ｂａｙｃｏｍジュニアサッカー大会
ﾍﾞｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ主催のによるＵ９世代の最初の
トーナメントによる大会。３月１５日尼崎記念
公園陸上競技場で開催。優勝 尼崎南、準優勝
武庫ＪＳＣ。当日の試合の模様はBaycomで４
月に放映されます。是非ご覧下さい。

レディース

秋季大会

明倫マミーゴ優勝！

１位
２位
３位
４位
５位

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

尼崎サッカー愛好会

優勝

シニア秋季リーグ

リサイクルズ優勝

第８回シニア秋季サッカー大会は、２つのリーグ
戦の結果より順位決定戦を行いました。
最終 １位リサイクルズ、２位、県武庫之荘ＯＢ、
３位市役所チタニウムとオズシニアでした。
シニア委員会より

第４３回 尼崎市サッカー選手権大会

第４３回尼崎市長旗杯、尼崎体育協会会長杯を争う、尼崎市
サッカー選手権大会、 決勝戦は、尼崎サッカー愛好会 ＶＳ
ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ。２－０で尼崎サッカー愛好会が優勝しま
した。（３月２９日 尼崎市記念公園陸上競技場にて）
社会人委員会より

訃報
平成２１年２月８日（日）、尼崎サッカー協会常任理事 田中克明様が、親族の見守る中ご逝去されました。享年４９歳
でした。あまりにも早く残念でなりません。ご意思により親族のみによる密葬が２月９日執り行われました。田中克明
様は、長洲サッカークラブの指導者としてご活躍されていましたが、尼崎サッカー協会常任理事として総務委員長を
担当され、陰日なたなくその役割をはたしていただいていました。その人柄は皆様もよくご存知のとおりであり、チーム
はもとより協会運営になくてはならない人でありました。故田中克明様の生前のご活躍を思い出深いものにするため、
４月５日（土）ホップイン尼崎で、故 田中克明さんを偲ぶ会が開催されました。

平成２１年度 尼崎サッカー協会定時総会

６月６日（土）開催！

この総会は年一回定期的に開催されている、本協会の最高決議機関です。内容は前年
度の活動報告と決算報告、本年度の活動計画と予算提案、役員改選などを討議。それぞ
れが尼崎サッカー協会に参画されている、すべてのチーム関係者代表の出席者及び委任
状を元に決議されます。
是非ご参加下さい。

太陽南塚ＦＣ

ベスト８進出

第１８回 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、地区予選を
勝ち抜いた１２チームが終結し、４月１８日
（土）・１９日（日）尼崎陸上競技場で開催さ
れました。尼崎からは、太陽南塚ＦＣとＦＣコ
ンパニェロが参加。
太陽南塚ＦＣは１勝１分で予選Ｄ組１位で勝ち上がりましたが、準々決勝で宝塚Ｊｒ
ＦＣに０－２で敗れました。Ａ組のＦＣコンパニェロは予選リーグ２試合とも１－２の
接戦の末予選リーグ敗退。優勝は西宮市少年ＳＳが、１－１（ＰＫ５－３）で日生中央
に競り勝ちました。尼崎信用金庫の皆様ありがとうございました。

サッカー３級審判目指す方いませんか？

４種委員会より

障がい者サッカーデー
ｉｎ 姫路まとがた

サッカー３級審判受験制度が、今年から変わります。
現在４級審判資格をお持ちの方で、上級レフリーを目指そうと
思っている方は、各チーム代表と通じて、審判委員長まで。
また、３級審判更新は走力テストなどは一部変更となります。
詳細は決定次第ご連絡致します。

視覚・知的・身体など様々な障がいをお持ちの方々が集ま
りサッカーを楽しむ大会が、本年３月２０日（金・祝）ス
ポッツエリア姫路的形で開催されました。主催は兵庫県障が
い者サッカーネット、兵庫県視覚障害者サッカー協会。まる
いボールを通して楽しい輪が一つ一つ広がっていました。

サッカー４級審判 新規講習会のお知らせ
＊日時 ５月１７日（日）新規
＊会場 尼崎市記念公園総合体育館 地下研修室
＊申し込み、
から。

総務委員会より

審判委員会より

第１２回 兵庫県社会人
サッカートーナメントまもなく

兵庫県社会人サッカートーナメントは、４月から７月までの長期にわたり、
トーナメントで開催されます。 尼崎からの参加は４チームです。
ヤンマー尼崎
尼崎サッカー愛好会
大阪チタニウムテクノロジーズ 尼北クラブ
社会人委員会より

あなたのサッカー人生を「描き」「確認」してみませんか？
JFAスポーツマネージャーズカレッジ 兵庫県サテライト講座
この講座は、Ｊクラブのような大きな組織以外にある、皆さんが所属している「チーム」や「法
人」そのものに視点をあて、チームの目指す「夢（姿）」を文字や絵に描いて形にしていくとても簡
単で楽しいカレッジです。その中で再認識することや課題を発見し、解決していくヒントを探すこと
ができます。今回はサッカークラブ関係者（代表者、監督、など）はもちろんスポーツクラブ関係者
や都市協会の役員・委員の方々など、今のご自身の立場で参加されました。（昨年１２月から２月ま
で６回開催。県内外より２４名）

「サッカーは先輩、
友人、後輩ができる」

尼崎サッカー協会
顧問 河北 頴数

蹴球尼崎

ＫＲ＆ＡＣにて2月15日最終日

私は尼崎蹴球協会で
サッカーを始めて五十
数年になります。人生
は職業の他に自分が希
望する人生があります。
この人生を楽しむ人と
楽しまない人には年を
経過して大きな差があ
ります。

私はサッカーを愛し
楽しむことにより、よ
り良い人生を楽しんで
います。良き先輩、友
人、後輩と、どの道で
出会ってもサッカーの
話ができて、昔話にお
酒を飲み、これほど楽
しい人生は他にはない
と思います。

現役の皆様、サッカ
を途中で投げ出すので
はなく、尼崎協会に所
属している各チームの
方々には、良き先輩、
友人、後輩が多く居り
ます。

サッカーを楽しもう！

尼崎の皆さん、次回のチャンスがあれば是非ご参加下さい。

