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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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尼崎サッカー協会登録
すべての選手・チーム関係者の皆様へ
尼崎サッカー協会

総会報告をいたします。

平成２１年６月６日（土）１７：００より 尼崎市記念公園体育館地下研修室にて、平成２１年度総会が
開催され、評議委員全１０８名中、出席３１名・委任状４７名、合計７８名により５つの議題が決議さ承認
されました。（過半数５５名）ここに報告させていただきます
１．平成２０年事業報告 ２．平成２０年度決算報告 ３．平成２１・２２年度 役員改選（案）
４．平成２１年度 事業計画（案） ５．平成２１年度 会計予算（案）。
尼崎サッカー協会の活動は 登録されているすべての選手・チーム関係者 及び 尼崎市体育協会・尼崎
市体育振興課をはじめとする関係各位のご協力、また、兵庫県サッカー協会・１３都市協会の支援をいただ
きながら運営されています。すべての関係者の皆様 昨年同様 本年度もよろしくお願い致します。

２１年度の活動計画をご紹介いたします。
（１）協会行事
４月～９月 第５９回尼崎市民スポーツ祭
５月
第３３回全日本少年大会尼崎予選
５月 他
審判講習会
８月
第２９回尼崎東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯
中学１年生ﾌｯﾄｻﾙ全国選抜大会
９月
全日本少年フットサル大会尼崎予選10月11日
第４１回尼崎サッカーカーニバル 10月～３月
選手権大会（秋季大会）
11月
第２回尼崎キッス・レディースデー11月４日
医事講習会
11月22日
マスターズ大会
１月
理事長杯中学１年生大会

（２）関連行事
８月
兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞＵ－１５
８月
第１５回社会人フットサル大会
９月
第４０回兵庫県社会人都市対抗大会
10月12日
第４３回兵庫県中学生U15ｻｯｶｰ選手権
10月17･24日..全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ兵庫県大会
11月
第１６回関西小学生大会尼崎予選
11月28日
日本フットサルＦリーグ
１月
県民大会サッカー競技 Ｕ－１６
２月
第３２回兵庫県都市対抗選抜少年大会
２月～３月 兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ－１３

平成２１・２２年度 役員改選は、３ページにて紹介させていただきます。

春の大会

特集！

新型インフルエンザの猛威に影響された春の各大会ですが、夏の全国大会
に繋がる予選も含め数多くの試合が開催されました。また学校やクラブでは
最終学年として最後を迎える選手達の姿があちこちでありました。
さて尼崎勢の活躍は・・

エレメンツ尼崎

２回戦惜敗。

５月２日始まった尼崎予選の決勝は、エレメンツ尼崎と立花FC VIVORIOと
で大物グランドで５月９日行われ、１－１からのPK戦５－３で、エレメンツ尼
崎が代表として県大会へ。 ６月芦屋で開催の県大会１回戦 姫路第二代表の
安室サッカークラブを３－２で破り、２回戦但馬代表 和田山ウィングスと対戦。
１－１となりＰＫ４－５で惜敗。中根代表より「県大会にあたり、ご支援・応援
ありがとうございました。２回戦、PK負けとなる残念な結果となりましたが、
皆様の応援で子どもたちは頑張ることができました。 本当にありがとうござい
ました。」とのコメントをいただきました。
（県大会決勝は、兵庫フットボールクラブ２－０フットボールクラブライオス
ジュニア。 兵庫フットボールクラブが兵庫県代表として、全国大会に出場）

尼崎予選：尼崎市記念公園
陸上競技場にて 成良より

中学総体

県大会

尼崎予選

４種委員会より

（第６３回尼崎市中学校総合体育大会）

７月４日スタートした市内予選は、１４チームによるトーナメントで行われました。決勝は７月１
２日（日）尼崎市記念公園陸上競技場で行われました。若草中学と大庄北中学校は１－１で延長戦へ。
大庄北が延長前半にあげた１点を守りきり優勝しました。その前に行われました３位決定戦の結果は武
庫東中学 ２－０ 南武庫之荘中学。
上位３チームは阪神大会（西宮・伊丹）に進出します。

高校総体

県予選

市立尼崎高校３位、

３種委員会より

尼崎稲園高校ベスト１６

5月2日から始まりました平成21年度全国高等学校総体県予選には尼崎
市内からは、１０チームが参加しました。しかし途中新型インフルエンザ
の影響を受けましたが無事終了。市立尼崎は３位決定戦で３－１で三田を
破り、近畿大会へ進出。同時にフェアープレー賞も受賞。
近畿大会 一回戦は６月２７日に大阪桐蔭と対戦。後半終了まで０－０で
粘りましたが、０－１で惜敗。

尼崎稲園

VS

神戸甲北 （尼崎稲園高校は兵庫県ベスト１６に入りました。）

第１２回 兵庫県社会人サッカートーナメント
５月からトーナメント方式の大会結果で尼崎から参加の
結果は次の通りです。（最終成績のみ）７月１２日現在
６回戦 ： ヤンマー尼崎
ＶＳ
ＨＡＲＮＢＲＡＺＥ
６回戦 ： 尼崎サッカー愛好会ＶＳ
関学クラブ
（７月１９日予定）
５回戦
５回戦

：
：

ヤンマー尼崎
尼崎サッカー愛好会

１回戦
１回戦

： 尼北クラブ
： 大阪チタニウム

４－１ ＫＡＮＥＫＡＦＣ
３ー１ ＦＣ加古川
０－２
１－７

BTMU（西宮）
KAWASAKIFC(A)

２種委員会より

日本クラブユースサッカー選手権
Ｕ１８（関西地区予選より）とＵ１５（県予選より）のクラブ
ユースチーム日本一を決めるこの大会。 尼崎のクラブユースチー
ムの予選成績をご紹介します。（最終成績分のみ）
Ｕ１８ 明倫クラブ Ａブロック ３位（１勝１分２敗）
ノックアウトラウンド明倫１－５エストレラ姫路 敗退。
Ｕ１５
Ｕ１５
Ｕ１５
Ｕ１５
Ｕ１５

尼崎ＦＣ
３次あ組
ミュートス ２次Ｂ組
長洲ＳＣ
１次ｅ組
明倫クラブ １次ｈ組
立花
１次ｅ組

４位
４位
３位
４位
５位

（３敗）
敗退。
（１勝２敗）
敗退。
（１勝１分２敗）敗退。
（１勝１分２敗）敗退。
（１勝３敗）
敗退。

１種・社会人委員会より

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
２００８－２００９

県リーグ戦情報

市立尼崎高校は３位
県Ｕ１８トップリーグAブロック参加の市立尼崎高校は、
３勝３分１負で、３位でした。この結果 「兵庫県Ｕ－１
８トップリーグ２００９－２０１０］に残留決定。

兵庫県社会人サッカーリーグ

２００９兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ１５
今年からＵ１５世代でレベルの拮抗した長期的なリーグ戦
参加チームの成績を報告します。入れ替え戦は７月３１日
予定です。。
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

５位
４位
１０位
５位

２００９年度Ⅰ部前期「ヤンマー尼崎」の結果は、７勝１分１敗で１位で折り返しました。
後期ホームゲームは、９月６・１３日、 １０月４・１８・２５日の予定です。

21･22年度

尼崎サッカー協会

新役員が選出されました。

表紙より続く。
６月６日の総会での第三号議案の役員改選（案）が承認されました。再任・改選された役員に加え、新たに加わった任理
を含め下記の人員で２年間協会役員として尼崎のサッカーのお手伝いをさせていただきます。よろしくお願い致します。
会長
副会長
名誉顧問
顧問
理事長
副理事長
常任理事

師田
佐藤
木村
河北
中谷
花峯
井上

二郎
敏郎
定展
頴数、上川 一成、藏
力
春夫
伸行、中島 眞一、吉田 昌子
努 、難波 滋 、米田 正樹、佐藤健太郎、津田

下線太字は変更等、下線は新役員

吉彦、笹沼 隆

武部

恭一、

山田 一弘、貝阿弥隆之、橋本 浩二、酒井 太地、稲田 洋一、
理事
今西 正彦、吉田 和彦、藤原 一臣、大橋 良和、高瀬 光一、長谷川匡美、大林 正幸、近藤
渡辺 一秀、小林 宏至、馬越 俊行、 中島 重信、大城 辰二、大迫 勇之、伊藤 隆司、山本 雅尚、
中根 成介、天満 規人、吉岡 光雄、柴田 俊樹、山本 幸子、吉尾 礼子、浜田 愛。
監事
要
宗雄、長
雄久

ご挨拶する尼崎サッカー協会
師田会長

第５９回

兵庫県サッカー協会
河北副会長

尼崎市民スポーツ祭

新役員のご紹介

照男、

総務委員会より

各種別の試合結果

４月１９日（日）開会式でスタートした、市民スポーツ祭。途中新型インフルエンザの影響を受け５月の試合日程が
延期となりましたが、皆さんのご協力で順調に試合消化が進みました。（社会人の決勝は８月末を予定しています。）

小学６年生の部

終了

小学５年生の部

＊８月末から９月上旬の予定
（新型インフルエンザの影
響）

１位
２位
３位
３位

＊８月末から９月上旬の予定

尼崎南ＳＣ
長洲ＳＣ
コンパニェロ
武庫ＪＳＣ

（新型インフルエンザの影
響）

シニアの部

ママさんの部

シニア部は、ＡとＢ２つの
リーグ戦各チームとも２試合を
消化。７月２６日、８月９日で
リーグ戦終了し８月３０日に順
位決定戦を予定。

中学生の部
１位
２位
３位
３位

小学４年生の部

終了

尼崎東ミュートスＡ
長洲ＦＣ Ａ
若草中学校
尼崎ＦＣ・Ａ

５チームによるリーグ戦はのこり
２試合を残すのみとなりました。
（6月28日現在）
シニア委員会より

高校生の部
１位
２位
３位
３位

女子委員会より

終了

武庫之荘総合高校
明倫クラブ
尼崎稲園高校
尼崎小田高校

あなたのサッカー人生を「描き」「確
認」してみませんか？
２００９ 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９月に開催！
９月５・６・１２・１３・２６日
お申込みは、８月１０日 兵庫県サッカー協会まで。
総務委員会より

社会人の部
決勝戦は９月１３日予定
尼崎サッカー愛好会ＶＳ森永製菓
との間で行われます。
各委員会より

サッカー３級審判目指す方いませんか？
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、各チーム代表を通じて、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。
審判委員会より

少女

Ｕ－１２

２０名により、キックオフ！（女子だけのサッカー）

４月２６日（日）尼崎市民スポーツ祭開会式後、サブグランドに尼崎のＵ１２少女２０名が大集合。
当日は女子コーチによる指導やママ選抜とのゲームなど女性だけのサッカーが始めて実施されました。
各チームで男子と一緒にボールを蹴るサッカーとは別に楽しく積極的な姿を見ることができました。各
チームやお近くでボールを蹴りたい！と思っている女子がいましたらお気軽にご参加下さい！まってい
ます。詳細は４種各チーム代表者、及び女子委員会まで。
女子委員会より

平成２１年度（第５回）兵庫県マスターズ（４０）大会サッカー（4月12･26日）
４月１２・２６日 淡路 佐野グランド天然芝にて 兵庫県マスターズに尼崎代表が参加しました。本年度の選手構成は
尼崎サッカー協会所属９チーム１種登録２７名の選手（4/12平均年齢４８.８歳 4/26平均年齢４５．７歳)にて参戦。他
都市協会の平均年齢に比べ４～５歳は年をとっていますが、まずは、１得点 初勝利を目標に参加選手全員がグラウンドに
立つ事を条件に戦い、尼崎０－２淡路、尼崎２－０芦屋、尼崎２－２北播、と当初の目的を達成し充実の２日間であった。
他都市が羨むバスチャーターにて全員で淡路へ乗り込み、天然芝の最高のグラウンドで２日間の日程を（１人足首負傷）
こなし、初めて天然芝のピッチでサッカーを楽しんだ選手もいて、「永い事サッカーを続けていて良かった」と云う声もあ
り、その事が尼崎サッカー協会の目的であり、選手各人に良き思い出が残った事と存じます。次年度も新メンバーを向え、
天然芝上を暴れたく思います。

シニア委員会より

祝

全国大会出場 がんばれ、尼崎市役所！

第39回

全国自治体職員サッカー選手権

来る７月２５日から２９日まで群馬県前橋市で開催されます、第39回 全国自治体職員サッカー選手権へ 「尼崎市
役所」が初出場を果たしました。（関西からは神戸市役所も参加します）尼崎市役所の初戦は、７月２５日（土）に
地元 「前橋市役所」と県営敷島サッカー・ラブビー場で対戦します。完全アウェーではありますが、皆さんご声援よ
ろしくお願い致します。
社会人委員会より

３都市協会合同

法務勉強会を実施しました。

去る６月２８日（土）西宮市市民交流センターにて西宮・北摂・尼崎合同
の法務勉強会（県協会主催）が開催されました。（全３４名・尼崎協会より
１３名）。当日は弁護士 八十氏をお招きしてサッカーを含むスポーツ関係
の判例解説を交えながら、裁判の手続き・費用、そうならないための注意事
項（リスク管理）、保険の種類などを学びました。
総務委員会より

尼崎東ロータリークラブ杯

The29th中学１年生フットサル全国選抜大会

開催！！

８月１日と２日、全国各地域より１２チームをお迎えして開催されます本大会は、本年度で２９回目を迎えます。初
日８月１日は尼崎東ロータリークラブ様のご好意により、Ｆリーグから「シュライカー大阪」と「デウソン神戸」によ
るフットサルクリニックを開催。ご期待下さい。
フットサル委員会より

「夢はＪリーガー」

尼崎サッカー協会
顧問 上川 一成

私はサッカーを始めて五
十年以上になり 、師田会 長
ともおよそ半世紀のお付き
合いになります。まだ、十
代の頃より明倫クラブを創
部。その後、竹谷クラブを
創部しチームの一員として
グランドを走り友人と共に
サッカーの面白味を知りま
した。

その後、少年の指導者に
喜びを見出し竹谷サッカー
少年団、又 尼崎南サッ
カークラブと経て少年の指
導者としても約四十年程に
なります。卒団生数も五百
名以上になりました。

卒団生の中には現Ｊリー
ガーのアルビレックス新潟
の内田 潤選手の活躍や
ヴィッセル神戸に在籍（三
年）していた原川玟夫選手
等今も大学生・高校生の中
にもＪリーガーを目指して
頑張っている選手もいます。
当チームの子供達も『夢は
追うもの、叶える物』と希
望を胸に日々練習に励んで
います。

出場

※全日本女子ジュニアサッ
カー選手権（全国大会）
読売ランドに於いて

平成六年度

平成八年度 全国三位

蹴球尼崎

２００９年８月１日（土）・２日（日）尼崎市記念公園体育館にて

