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２００９年１０月１１日

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。

発行者 理事長

中谷 春夫

第４１回 尼崎サッカーカーニバル
１０月１１日（日）開催！
ドイツ・アウグスブルク友好姉妹都市５０周年記念イベント併設

・日時：２００９年１０月１１日（日）
・場所：尼崎市記念公園陸上競技場
第４１回
尼崎サッカーカーニバル
及び サブグランドにて
プログラム
（尼崎市西長洲１－４－１）
・日程 :０９：００～ 開会式

尼崎サッカー協会登録兵庫サッカーデー in
すべての選手・チーム関係者の皆様へ
尼崎サッカー協会

尼崎

総会報告をいたします。
実施内容
・アウグスブルククイズ大会
・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
尼崎少女選抜 VS ボニート尼崎
尼崎中学選抜VS尼崎高校選抜
尼崎高校選抜VS社会人選抜
など。

第４１回尼崎サッカーカーニバルは、１０月１１日（日）尼崎市記念公園陸上競技場で開催されます。
（兼 尼崎市体育協会会長杯サッカー大会 及び 尼崎市市長旗選手権大会サッカー大会の開会式）
今年は尼崎市とドイツ・アウグスブルクとの友好姉妹都市５０周年記念イベントとして、開会式直後に
「クイズ大会」を実施します。会場のすべての方々に参加していただけます。また、兵庫サッカーデーの
尼崎会場としても開催されています。

第５９回

尼崎市民スポーツ祭

各種別の試合

結果

今年の４月から開催していました尼崎市民スポーツ祭は小学生の部・６年とママさんの部を残し終了することができま
した。前号でお伝えできませんでしたカテゴリーの結果を含め３位までのチームをご紹介いたします。関係者の皆さん、
運営ご協力ありがとうございました。
小学４年生の部
小学５年生の部
小学６年生の部
中学生の部
高校生の部
ママさんの部
シニアの部
社会人の部

１位 尼崎南ＳＣ
２位 武庫ＪＳＣ
３位
１位 尼崎南ＳＣ
２位 長洲ＳＣ
３位
（１０月１８日 決勝戦予定）
１位 尼崎東ミュートスＡ ２位 長洲ＦＣ・Ａ ３位
１位 武庫之荘総合高校
２位 明倫クラブ
３位
（１０月１８日 リーグ最終戦あり。終了後発表）
１位 リサイクルズ
２位 パウリスタ
３位
１位 尼崎サッカー愛好会 ２位 森永製菓
３位

長洲ＳＣ.
FCコンパニェロ
若草中学校
尼崎稲園高校

３位 ＦＣコンパニェロ
３位 武庫ＪＳＣ
３位 尼崎ＦＣ・Ａ
３位 尼崎小田高校

市役所・チタニウム
ＦＣパラダイス ３位

尼北クラブ

夏・初秋の大会

特集！

梅雨明けが長引いたり、天候不順で大会・試合運営も大変な今年の夏。
この夏から初秋の試合は、冬の全国大会に繋がる大会もあります。尼崎の各チームの活躍は・・・

大健闘 尼崎市役所 全国大会２回戦進出！
第39回

全国自治体職員サッカー選手権

群馬県前橋市で開催されました第39回全国自治体職員サッカー選手権へ出場した「尼崎
市役所」は、７月２５日(土）の１回戦「前橋市役所」と県営敷島サッカー・ラグビー場で
対戦。オウンゴールによる１点を守りきり初戦突破。７月２６日(日）２回戦は、強豪「浜
松市役所」。善戦しましたが１－６で敗退しました。全国大会初戦突破の「尼崎市役所」
の皆さん、お疲れさまでした。

第３２回尼崎秋季少年サッカー大会
「６年以下（U-12）10月18日決勝戦予定

兼

社会人委員会より

第４２回 兵庫県少年サッカー大会 尼崎地区予選

･４年以下（U-10）尼崎南ＳＣ」

第３２回 尼崎秋季少年サッカー大会が、９月初旬から１０月初旬にかけ尼崎市内各グランドで開催。
６年生の部決勝は雨天順延のため１０月１８日（日）予定。４年生の部決勝は尼崎南ＳＣ３－０武庫ＪＳ
Ｃ。この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月７日（土）・８日（日）神戸 岩岡グランドで開催予
定の第４２回兵庫県少年サッカー大会へ出場します。ご声援よろしくお願いいたします。
４種委員会より

4年決勝戦

第３６回尼崎市秋季中学生サッカー大会 兼 第４３回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選
尼崎ＦＣと長州ＳＣが尼崎代表に決定！（尼崎東ﾐｭｰﾄｽは県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ権により出場）
８月２９日スタートした市内予選は、１９チームによるトーナメント。決勝は９月６日（日）若草中学校で
行われた準決勝第一試合は尼崎ＦＣ２－０常陽中。準決勝第二試合長州ＳＣ１－０南武庫之荘中学校。決勝は、
尼崎ＦＣ４－０長州ＳＣの結果でした。上位２チームは９月２６日(土）から開催の、第４３回兵庫県中学生
（Ｕ－１５）サッカー選手権大会に出場。決勝戦は１０月１２日（祝・月）兵庫サッカーデー Ｌリーグ Ｉ
ＮＡＣの前座試合として行われます。県大会上位４チームには「高円宮杯第２１回全日本ユース(Ｕ－１５）
サッカー選手権大会・関西大会予選に出場する資格が与えられます。（１１月３日～１５日近畿地区にて）

３種委員会より
速報（10月4日現在ﾁｰﾑ最新試合）3回戦

尼崎東ﾐｭｰﾄｽ１－４ｴｽﾄﾚﾗ姫路、2回戦

尼崎FC０－２ｳﾞｨｯｾﾙ神戸伊丹、1回戦

長州SC２－４東谷中

第７回関西クラブユース地域リーグ（Ｕ－１８）
明倫クラブユース 予選リーグ敗退。

兵庫県高等学校サッカー選手権大会
阪神地区予選開幕
阪神地区予選は8月8日からスタート。尼崎市内からは８校が
出場。尼崎小田高校が予選突破。総体シード市立尼崎高校と２校
が、第88回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県代表を決定
する 兵庫県高等学校サッカー選手権県大会へ進出します。
（１０月１０日（土）から開催予定）
２種委員会より

関西各地域で第７回関西クラブユース地域リーグＵ－１８が開幕。
Bブロックの明倫クラブは、FCライオス・ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田・大阪狭山
SC・セイヤSCと戦いましたが、予選敗退しました。各ブロックの上
位４チームがﾉｯｸｱｳﾄﾗﾝﾄﾞへ進出。その１位が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に
進出します。
２種委員会より

第45回全国社会人選手権
関西大会
ヤンマー尼崎1回戦惜敗。

第16回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権
兵庫県大会
尼崎サッカー愛好会 惜敗

第12回兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

１０月千葉県で開催予定の全国大会に
関西より５チーム（２０チーム参加）の
出場枠を争う関西大会に、県リーグⅠ部
前期上位4チーム枠より（１位として）参
加のヤンマー尼崎は、１回戦７月２５日
鶴見緑地にて関大FC２００８と対戦。
０－１で惜しくも敗れました。

兵庫県１３都市協会より１６チームが
参加した本大会。尼崎代表の「尼崎サッ
カー愛好会」は８月２日１回戦芦屋代表
の「ＨＡＲＮ ＢＲＡＺＥ］に２－３で
敗れました。優勝チームの常夏アミサー
ジ（東播）は関西大会へ進出。

ヤンマー尼崎は8月9日の準決勝 三菱重工神戸と
対戦し４－１で勝利。8月29日加古川陸上競技場
にて関学ｸﾗﾌﾞとの決勝戦は１－２の惜敗。この兵
庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄの優勝チームは、来年度の
天皇杯兵庫県代表を決める「第１３回兵庫県サッ
カー選手権大会」に社会人代表チームとして出場
予定です。
１種・社会人委員会より

県リーグ戦情報

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
2009-2010組合せ決定！市尼崎はAﾌﾞﾛｯｸ

2008-2009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位でﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ残留。 「兵
庫県Ｕ－１８トップリーグ２００９－２０１０］はＡ・Ｂ
ブロック各８チームで11月中旬から来年４月下旬に開催予
定。（Aﾌﾞﾛｯｸ 市尼崎・小野・明石城西・神戸弘陵・明石
南・赤穂・報徳・須磨東）

兵庫県社会人サッカーリーグ

ヤンマー尼崎 準優勝！

２００９兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ１５

尼崎から４チームが参加しましたこのリーグは、Ｕ－１５世代で
の拮抗した長期的なリーグ戦を実現するために本年より開催されま
した。 尼崎の各チームの最終結果をお知らせします。
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

１部残留。
２部残留。
地域リーグ降格。
地域リーグ残留。

２００９年度Ⅰ部前期「ヤンマー尼崎」は、７勝１分１敗で１位で折り返しました。
１４節10月4日現在２位（後期２勝２分１敗）ホームゲームは、１０月１８・２５日。

尼崎・フットサル特集！
この夏から秋は尼崎各所でフットサルの大会が目白押し。６つの大会・試合をご紹介いたします。

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

８月１日と２日尼崎市記念公園体育館にて 、全国各地域より１２チームをお迎えしたこの大会の決勝戦は、十条フットボールク
ラブＵ－１３とｻｯｶｰコミュニティーＦＣ目黒の東京決戦となり、４－０で十条フットボールクラブＵ－１３が優勝しました。３位は
愛媛からの参加の「拓南クラブ」、 敢闘賞(４位）は丹波市から参加の
「氷上ＦＣ」でした。また、初日開会式直後には尼崎東
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が開催
され、参加選手全員がプロの技術教えていただき、最後に親善試合を行いました。
今年は快適な空調もご提供いただきました、尼崎東ロータリークラブの
一
谷 宣宏会長はじめ役員の皆様 大変お世話になりました。

閉会式で講評される 榮 隆男さま
全３６試合を行いました。 日本サッカー協会参与 元フットサル委員長

クリニック風景

ｼｭﾗｲｶｰ大阪・ﾃﾞｳｿﾝ神戸来場

ｼｭﾗｲｶｰ大阪VSﾁｰﾑM（師田会長監督） ﾃﾞﾝｿﾝ神戸VSﾁｰﾑS（佐藤副会長監督）

バーモンドカップ第１９回全日本少年フットサル 尼崎予選
尼崎代表はＦＣコンパニェロと立花ＦＣ ＶＩＶＯＲＩＯ
尼崎予選は９月５日（土）・６日（日）に尼崎市記念公園総合体育館で開催されました。
準決勝第一試合ＦＣｺﾝﾊﾟﾆｭｴﾛ３－１塚口AFCJr。準決勝第二試合は立花FC VIVORIO３－
２園田JrSC。決勝戦はFCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ２－１立花FC VIVORIO。県大会のホスト協会であるた
め、尼崎より２チームが県大会へ進出します。
（10月17日（土）・24日（土）尼崎市記念公園体育館にて開催。

尼崎社会人フットサル大会２００９

2009ｽﾎﾟｰﾂのまち尼崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌｯﾄｻﾙ大会

８月１日（土）・２日（日）と尼崎市記念公園総合体育館にて
夕方から開催されました、尼崎社会人フットサル大会。今年の優
勝は住友金属テクノロジー。２位 日本スピンドルサッカー部、
３位 大阪チタニウムテクノロジーズでした。（参加８チーム）

１０月１２日（祝・月）尼崎市記念公園陸上競技場に
てオープン参加形式のフットサル大会が開催されます。
（尼崎サッカー協会も運営協力いたします）
フットサル委員会より

バーモンドカップ第１９回全日本少年フットサル
Ｆリーグ

兵庫県予選

１０月１７・２４日

尼崎で開催！

今年は尼崎で３試合開催。「９月１３日１試合（済）・１１月２８日２試合」（詳細は最終ページ参照）

第5回兵庫県ﾄﾚｾﾝ
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾘｰｸﾞ(U-15)

第15回KOBE

中学選抜

８月１日（土）２日（日）と播
磨光都で開催。Ｂブロックの尼崎
トレセンは尼崎０－２北播，尼崎
３－０但馬の結果で２位となり決
勝トーナメント進出はなりません
でした。

CUP(U-12)

尼崎選抜を含む全24チームが参加し
8月21日～23日神戸市しあわせの村
で開催されました。予選ﾘｰｸﾞD組は尼
崎１-２北播、尼崎１-１ﾌｫﾙﾄｩﾅ、尼崎
１-０ OWLS,尼崎５-０淡路。２位ﾄｰ
ﾅﾒﾝﾄでは、尼崎３（ＰＫ３－４）３
ビッセル、尼崎１－３神戸ＦＣで、最
終全体８位でした。

平成21年度夏季県民大会ｻｯｶｰ競技(U-17)
尼崎選抜Ｕ－１７は、７月１９日
(日）に芦屋学園Ｇ・２０日（祝・
月）に神戸学院大学Ｇで２部昇格を
目指して戦いました。尼崎１ー２姫
路、尼崎０－０芦屋、尼崎２－０但
馬、尼崎０－０淡路の結果で得失点
差で惜しくも３部残留となりました。

高校選抜

少年６年選抜

少年技術講習会(U-11)

少年５年選抜

平成21年度兵庫県少年ｻｯｶｰ技術講習
会は7月25日（土）26日（日）と播磨
光都で8人制で開催されました。
尼崎０－４東播，尼崎１－７神戸、
尼崎４－２北摂B、尼崎１－３西播磨
の結果でした。

社会人・都市協会対抗

ベスト４！

兵庫県１３都市協会の社会人代表チー
ムによる第４０回兵庫県社会人都市対抗
サッカー大会は、本年度より冬から秋の
開催に変更となります。今回の担当協会
は但馬協会。尼崎７－１芦屋、尼崎１－
０丹有、準決勝 尼崎０－２但馬。ご声
援ありがとうございました。

社会人選抜

尼崎キッズ・レディースデー１１月１日（日）開催
今年で２回目を迎える尼崎キッズ・レディースデー。秋深まり始める１１月１日（日）
尼崎市記念公園陸上競技場で開催されます。初めてボールを蹴るキッズ大歓迎！Ｕ－８
（小学３年生以下）とＵ－６（幼稚園・保育園）の２つのクラス。また女性だけのサッ
カーも同時開催。Ｕ－１２（４年生から６年生）と、中学生以上・保護者・関係者含む２
クラスを用意。誘い合って気軽にご参加ください。
（定員２００名）
●上記２つに関する

ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ養成講習会10月18日
日本サッカー協会公認のキッズリーダー養
成講座に参加しませんか？子供たちのために、
指導者ご自身のためにこの機会を是非ご活用
下さい！10月18日（日）09:30～16:00、尼崎稲
園高校にて （参加費：￥2,000当日徴収）
（男女問わず18歳以上）

お申し込み方法・お問い合わせは

尼崎サッカー協会 ：担当 佐藤敏郎 宛
〒661-0025 尼崎市立花町2-16-30
キッズ準備室・女子委員会より
携帯０９０－８１６８－７５２２ ＦＡＸ ０６－６４２７－５９３８

「サッカー選手に生じる外傷と障害について」

１１月１１日（水）医事講習会開催！

今年は皆さんが練習や試合で直面しているこのテーマについて、西宮にあります明和病院整形外科部長 山口 基先生をお招きし
て 開催されます。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１１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）
医事委員会より

今年は、１１月２８日（土）尼崎で関西セントラル開催！

フットサル・Ｆリーグ

今年で３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」と大阪をホームとする「シュライカー大阪」の
両チームホームゲームとして「関西セントラル」を１１月２８日（土）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。
今回は昨年入場者２０８３名を超えるようみんなで応援に行こう！
◆２００９年１１月２８日

土曜日

◆尼崎市記念公園体育館メインアリーナ

１４：００ kickOff

デウソン神戸

１６：３０ kickOff

シュライカー大阪 vs

サッカー４級審判

vs

更新講習会

尼崎から４名合格！

０９年度サッカー審判３級昇級試験が７月２６
日（日）尼崎市記念公園陸上競技場・総合体育館
研修室にて２１名の受講者が参加して講義・ルール
テスト・体力テストが実施されました。尼崎からは４
名が受講しし全員合格。強化育審判員として活動
に期待です。

尼崎シニア有志

開会式！

in尼崎！

上級レフリーを目指す３級・４級の
サッカー審判員のスキルアップと審判員
のインストラクターの強化を目的として、
尼崎協会によるレフリートレセンが９月
１３日（日）に尼崎陸上競技場で開催さ
れました。
審判委員会より

ﾘｻｲｸﾙｽﾞ優勝

市民ｽﾎﾟｰﾂ祭

第５９回尼崎市民スポーツ祭において第９
回目を迎えるシニアの部は８月３０日順位決
定戦を行いファイナルはリサイクルズ２－１
パウリスタの結果でした。ﾞ

ﾏｽﾀｰｽﾞ2009ｲﾝあまがさき選手権

尼崎サッカー協会
監事 長 雄 久

私は１５歳（高１）か
らサッカーを始めて以来、
５２年間サッカーと付き
合っています。今はよく
もこの歳までつづけられ
たなあ、という信じられ
ない気持ちと共に、良い
遊び友達にであえたな、
と喜んでいます。

サッカーとの出会いは、
高１入学時、体格的に
劣っていたので、同級生
と対等に勝負が出来そう
なのは、当時あまり知ら
れてなく、やる人が少な
かったサッカーしかない
と思い、入部したのが始
まりです。

サッカーと長く付き合
えたのは、結果論ですが、
まったくの素人からのス
タートなので、基礎体力
を造ることと、基本技術
を身につけることまで結
構年月を費やしましたし、
長い人生の途中には継続
を断念しそうな時のあり
ましたが、継続したから
こそ、生涯の友となれま
した。

「サッカーは生涯の
友」

シニア委員会より

11月22日開催

第９回目を迎えるこの大会は、１１月２２日（日）尼崎市記念公園陸
上競技場にて開催！します。
シニア委員会より

蹴球尼崎

８月９日（日）と川西市にて
「男組み」というシニアチーム
（平均年齢５０歳）と親善試合が
開催されました。あいにくの雨で
したが、銀パンツ７４歳の藏 顧
問が華麗なボレーシュートを決め
るなど参加者全員が健闘しました。

フットサル委員会より

都市協会レフリートレセン

審判委員会より

川西で親善試合

府中アスレティックFC

第２１回「青少年道徳教育」尼崎南ライオ
ンズクラブ会長杯争奪戦 学年別友好リーグは、
１１月１５日に開会式を向かえ、リーグ戦の
火蓋が切られます。この大会は献血に協力す
ることで社会貢献を広げていく活動も行って
います。みなさん献血活動にご理解、ご協力
願います。尼崎南ライオンズクラブの皆様本
年もよろしくお願い致します。
４種委員会より

２００９年１１月２９日（日）１３:００～１７:００
２０１０年 ２月２８日（日）１３:００～１７:００
２００９年１１月２９日（日）０９:３０～１２:００
２０１０年 ２月２８日（日）０９:３０～１２:００
２０１０年 ３月 ７日（日）０９:３０～１２:００
２０１０年 ３月 ７日（日）１４:００～１６:３０

サッカー３級審判員

エスポラーダ北海道

「学年別友好リーグ11月15日

新規・更新講習日程

２０１０年度向けサッカー４級審判講習会の日程が決まりました。
今回は新規講習会開催は２回となっています。会場はすべて尼崎市記
念公園総合体育館地下研修室。受付は毎回３０分前から。
新規講習会

◆チケット情報は各チームのホームページ確認願います。

