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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。

発行者 理事長

中谷 春夫

今年も１９３名のキッズが集まりました
尼崎キッズレディースフェスティバル

第２回尼崎キッズ・レディースフェスティバルは、１１月１日（日）尼崎市記念公園陸上競技場で開催さ
れました。当日は１９３名のキッズが集合し、鬼ごっこやボールフィーリングなどで友達の輪を作った後、
４つのグループ「幼稚園・保育園」「１年生」「２年生」「３年生」に分かれてミニゲームを楽しみました。
初めてボールに触れるキッズ達も元気いっぱい走り回っていました。
隣のピッチでは、スタッフも参加者も全員女性によるレディースゲームを行い和気藹々と汗を流しました。
キッズ準備室・女子委員会より

第４１回

尼崎サッカーカーニバル

開催されました。

尼崎登録の１０９チームが一同に会し、秋晴れの１０月１１日（月）尼崎市記念公園
陸上競技場にて、第４１回 尼崎サッカーカーニバルが盛大に開催されました。中央中
学校吹奏楽部の演奏に乗って堂々の入場行進後、ドイツ・アウグスブルク市友好都市５
０周年を記念したクイズを行いました。その後リフティング・リレー・中距離走・アメ
リカンPK、プレースキックなどの後、尼崎選抜による交流戦を行いました。その交流
戦のひとこまに「女子選抜尼崎ボニートVS尼崎女子Ｕ－１２選抜」の試合も行われま
した。
３面に関連記事

秋の大会

特集！

初秋から初冬の試合は、年末年始の全国大会に繋がる大会の県予選・関西大会での活動
が繰り広げられています。また、各リーグ戦の結果、上位リーグへの進出をかけた入れ替
え戦も目白押し。尼崎所属のチームの結果をお伝えいたします。

おめでとう！県リーグⅡ部昇格「尼崎サッカー愛好会」
平成２１年度

兵庫県下社会人都市リーグ決勝大会

兵庫県下１３都市協会代表全１６チーム参加の一次トーナメントは１１月８日（日）スタート。３－０ HARN BRAZE
（芦屋）、３－０ 鹿陵FC姫路（姫路）と順調に勝ち上がり、決勝リーグでは、１－０VIENTO AZUL（神戸）・
２－2(ＰＫ２－４)獨協蹴球団（姫路） ・０－０(PK３－４)イルソーレ小野FC（北播）・１勝２分勝ち点５の２位となり、
念願の県社会人リーグⅡ部への昇格を決めました。（１位は獨協蹴鞠団）皆様のご声援ありがとうございました。次年度県
リーグでの活躍に期待してください。
１種・社会人委員会より

第４４回（平成21年度）関西府県サッカーリーグ決勝大会

関西リーグⅡ部昇格ならず。「ヤンマー尼崎」
平成21年度兵庫県社会人サッカーリーグⅠ部で見事２位に入った「ヤンマー尼崎」は、
関西２府４県の社会人リーグ上位２チームが参加し関西リーグⅡ部への昇格をかけ、
１２月６日から１９日まで３チームづつのリーグ戦。その上位１位同士による決勝トーナ
メントを行いました。Ｃブロックリーグのヤンマー尼崎は、１２月６日（日）１－１とな
り（ＰＫ３－４）紀北蹴球団。１２月１３日（日）１－２ＦＣ大阪、の結果でグループ
リーグ３位で敗退しました。ご声援ありがとうございました。

市尼崎・尼崎小田ともに初戦敗退。
平成２１年度兵庫県高等学校サッカー選手権大会（中央大会）
阪神地区予選を突破した尼崎小田高校は、１回戦２－３三木。
３回戦からのシード出場の市立尼崎高校は１－４神戸国際付属。
ともに初戦敗退となりました。決勝戦は神戸科学技術高校が延長の末
滝川第二を３－２で破り、全国大会に出場します。

ＦＣ大阪戦キックオフ前のヤンマー尼崎
１種・社会人委員会より

尼崎市社会人サッカー選手権大会
市長旗大会

第４４回

兼

市年度は市内２５チームが参加し、尼崎市NO. １を決定す
る大会です。市内各グランドで実施されています。
１種・社会人委員会より

２種委員会より

Ｕ－１２ミレ朝鮮ＦＣ・Ｕ－１０尼崎南ＳＣ

ともに初戦敗退

第４２回 兵庫県少年サッカー大会 兵庫県大会

ﾊｰﾌﾀｲﾑの
ミレ朝鮮ベンチ

１１月７日（土）神戸 岩岡グランドで開催されました、第４２回兵庫
県少年サッカー大会へ尼崎代表として出場しました、２チームの結果を
お知らせします。Ｕ－１２ミレ朝鮮ＦＣ ０－２ 神戸ＦＣボーイズ。
Ｕ－１０尼崎南ＳＣ ０－２ 西淡ＳＳＳ。ご声援ありがとうございま
した。優勝はＵ－１２長尾ウォーズＦＣ（北摂）。Ｕ－１０東舞子ＳＣ
でした。
４種委員会より

試合を見守る尼崎南ベンチ

立花VIVORIO ２次リーグで惜敗。ＦＣコンパニェロ
バーモンドカップ第１９回全日本少年フットサル

兵庫県予選

１次リーグ惜敗

１０月１７・２４日

10月17日（土）・24日（土）尼崎市記念公園体育館にて開催の全日本少年フットサル 兵庫県予選。
１次リーグ・グループEの尼崎第一代表 FCコンパニェロは３チームが勝点６で並ぶ大混戦。得失点差で、
惜しくも３位となり敗退。第二代表 立花FC VIVORIOは一次リーグ・グループＣ ２位通過。翌週の
２次リーグⅠ組の戦いは優勝したヴィッセル神戸Jrに２－５で敗れるも伊丹FCﾌﾞﾙｰに１－０、グループ
２位で敗退しました。地元開催で多くの応援いただきありがとうございました。
フットサル委員会より

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ－１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ

県リーグ戦情報

2008-2009県Ｕ１８トップリーグに参加の市立尼崎高校は
11月21日（土）開幕ゲーム２－３明石南。第2節12月13日
（日）０－０神戸弘陵。Ａブロック残りの対戦は
「小野（2月21日）」「赤穂（3月27日）」「須磨東（4月3
日）」「報徳（4月17日）」「明石城西（6月12日)」の予定
です。

兵庫県社会人サッカーリーグ

２０１０兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５

昨年から始まりましたＵ－１５世代での拮抗した長期的なリーグ
戦ﾄｯﾌﾟﾘｰﾌﾟ２０１０Ｕ－１５． 尼崎の各チームのグループをお知ら
せします。

・尼崎東ミュートス・・・県１
部
・尼崎ＦＣ
・・・県２
部
・明倫クラブ
・・・地域
リーグ
・長洲ＳＣ
・・・地域
リーグ
２００９年度Ⅰ部は全日程を終了し、「ヤンマー尼崎」は、１１勝４分３敗で２位で終了。
（１位の関学クラブと関西リーグⅡ部昇格をかけ関西府県リーグ決勝大会へ望みます。
関連記事は上段にあり）

尼崎サッカー情報！
この秋から冬に尼崎各所で開催されました、サッカー情報をお知らせします。
（１面に続く）様々な実施内容を紹介します。

アウグスブルククイズの司会と一般参加の方々

少年・チーム対抗リレー

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会

尼崎少女U12

中学・ｺﾞｰﾙ後の中距離走

ﾏｽﾀｰｽﾞ2009ｲﾝあまがさき選手権

ｱﾒﾘｶﾝｽﾀｲﾙＰＫ

ﾌﾟﾚｰｽｷｯｸ

社会人選抜 VS

U17選抜 U15選抜 VS

U16選抜

開催されました。
あいにくの雨の中、第１１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、試合結果は下記のとおりです。
オズシニア・ﾊﾟﾋﾟｰｺﾞ１－０ﾔﾝﾏｰ・ﾘｻｲｸﾙｽﾞ
尼ｼﾆｱ１－３尼北愛好会・ﾊﾟｳﾘｽﾀ・市役所・ﾁﾀ
ボニート尼崎４－４ 60歳以上有志チーム
ボニート尼崎ＶＳ60歳以上有志ﾁｰﾑ
尼シニア１－５ヤンマー・リサイクルズ
ｵｽﾞｼﾆｱ･ﾊﾟﾋﾟｰｺﾞ6-1尼北・ﾊﾟｳﾘｽﾀ・市役所・ﾁﾀ
シニア委員会より

参加全チームによる記念撮影

森永カップ(U10）開催

学年別友好リーグ開幕

１１月１・８日の２日間、森永カップ
４年生大会が、森永グランド、尼崎市記
念公園陸上競技場で開催。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。
少年委員会より

11月15日（日）尼崎市記念公園陸上競技場にて、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 学年別友好リーグの開
会式が尼崎市長 白井 文様をお迎えし行われました。インフルエンザ
の影響で試合日程の消化が大変ですが、2月14日の閉会式までがんばっ
ています。
少年委員会より

「サッカー選手に生じる外傷と障害について」
１１月１１日（水）医事講習会開催しました。
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 医事講習会が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研修室にて開催されま
した。武部医事委員長による山口先生の紹介で始まりました講習会は、様々な事例より大
変わかりやすい内容で参加された１３２名の各チームの指導者、保護者、チーム代表者は
熱心に聴講されていました。 山口先生お忙しいところありがとうございました。
医事委員会より

第５９回 尼崎市民スポーツ祭

各種別の試合結果

尼崎市民スポーツ祭で未消化のカテゴリーが終了しました。
小学生６年生の部

ママさんの部

１位
２位
３位

１位
２位
３位

FCコンパニェロ
園田JSC
大庄SC・ミレ朝鮮FC

明倫マミーゴ
武庫之荘グリーン
塚口ＡＦＣ

基先生

フットサル・Ｆリーグ2009 関西セントラル
「デウソン神戸」と「シュライカー大阪」の両チームホームゲーム
「関西セントラル」が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。入場者２２５２名が熱い声援を送りました。
デウソン神戸
０ vs １
エスポラーダ北海道
シュライカー大阪 ２ vs ０
府中アスレティックFC

11

平成 年 月 日
（木）兵庫県サッカー協
会副会長・尼崎サッカー
協会 顧問 河北 頴数
様が親族の見守られる中
ご逝去されました。享年
７５歳でした。

月 日（日）開催の
尼崎サッーカーニバルの
開会式にも元気なお姿で
参加されていましたので、
突然の事で残念でなりま
せん。
10

21
11
19

訃報

フットサル委員会より

当協会の創設時期より
尼崎のサッカーの基盤を
築かれ、その後兵庫協
会・関西協会、そして
日本サッカー協会など各
方面で社会人サッカーを
支えられました。慎んで
ご冥福をお祈りいたしま
す。

10月11日 第４1回尼崎サッカーカーニバル
開会式へ参加されていた 故 河北顧問（右から3人目）

ご講演中の山口

サッカー４級審判
更新講習会 ２０１０年
新規講習会 ２０１０年

新規・更新講習日程
２月２８日（日）０９:３０～１２:００
２月２８日（日）１３:００～１７:００

会場はいずれも尼崎市記念公園体育館B1研修室。
お申し込みはKICK OFFより。

第４回

THE

尼崎サッカー協会

FOOTBOALL

審判委員会より

・日時

１月１６日（土）

付
宴

新年会
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
総務委員会より
各種委員会よりの出席をお願いします。

CONFERENCE HYOGO

2010年1月23日(土）開催

兵庫に生まれ育った選手・指導者が意義と意気を感じてサッカーに携わっていける環境つくりに向けたフットボール カンファレンス。
今年で４回目を迎えます。本年は午前に実技講義として新潟国体少年の部３位決定戦までの試合を分析・検証し、現在の兵庫県における選
手育成に対する問題点を改善するトレーニングの提案。午後には選手育成の現場や指導者養成、審判との強調、キッズなどの場面で起こっ
ている問題点を意見交換する分科会などを開催いたします。
日時:2010年1月23日（土） 09:00～17:00

視覚障害者サッカー

神戸市しあわせの村にて

日中交流大会

お申し込みは兵庫県サッカー協会HPの「指導者ルーム」より
技術委員会より

HBFA International Cup 2009HYOGO

１２月２３日（水）兵庫県立総合リハビリテーションセンター開設４０周年記念事業として、ブラインドサッ
カー（視覚障害者サッカー）西日本代表VS中国代表の試合が同体育館で多くのボランティアの支援のもと開催さ
れました。この中国代表は１２月東京で開催されました、アジア選手権で優勝した強豪。 両チームとも素晴ら
しい試合を展開しました。皆さんも機会があれば同じサッカーの仲間の試合観戦に、是非足を運んでください。
総務委員会より

冬の大会情報

選抜活動情報
第６３回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季) （２種）
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を行います。1月16・17日開催予定。
尼崎は今年は２部に昇格めざして戦います。

第５回

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。

尼崎市理事長杯中学生ｻｯｶｰ大会(U13)（３種）

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３（３種）

各都市協会代表に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チームでリーグ戦とトーナメントを戦います。
日時は、３月下旬淡路佐野予定。

第３２回

2009年度尼崎リーグ（U15ﾘｰｸﾞ戦）（３種）

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で開催
（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。

市内U13世代のすべてのチームが参加し、各中学校グランドにて開
催されます。決勝戦は１月１６日（予定）優勝チームは２月開催の
県大会へ出場します。

第１９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、第１９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。

２００９新人戦情報
中学生 新人戦 尼崎市内予選 （３種）

関西少年サッカー大会(U-11) （４種）

高校生･新人戦

兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ（U-14)新人戦

尼崎市中学生新人大会市内予選は11月開催。阪神地区大会へ進出した ３ 第16回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、尼崎市秋季大会
校の成績は、１回戦大庄北中１(PK2-3）１甲陵中。
若 年生部は、１月中旬には尼崎代表１チームが決定。
月１３・１４日姫路で開催予定の県大会へ出場します。
草中０－４関西学院。 1回戦突破した園田中は2回戦松崎中に０－２。

阪神地区予選 （２種）

平成２１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９
校が参加し１２月初旬から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。

５
３

（３種）

１次リーグ(１１月７日～１５日）に尼崎市内から４チームが参
加。尼崎ＦＣが２次リーグ（１２月１２日から淡路にて）へ進
出しましたが、敗退しました。

蹴球尼崎

「サッカーと私」

尼崎サッカー協会
監事 要 宗雄

私は２０才の時仕事中に左手首を切断す
ると云う怪我をしました。それからと言う
ものは、外出し人前に出るのがいやで家に
こもりがちになって居る時に、学生時代の
後輩たちが何度も何度も家に来て「要さん、
もう一度サッカーを遣ろう」と誘いに来て
くれたのです。最初はやる気に成れなかっ
たのですが、情熱に負け「武庫川サッカー
クラブ」を作りサッカーを遣り始めて何年
かサッカーを続けている間にいつの間にか
外出し人前に出るのも平気になり、それか
らはサッカーが大好きになりづっと続けて
います。

私のサッカー人生の中にはいろいろな事
がありましたが、一番良い思い出は、平成
元年に尼崎サッカー協会の推薦で身体障害
者スポーツ大会（フェスピック神戸大会）
に日本代表のキャプテンで出場し、ユニ
バー記念競技場での開会式で超満員の観客
を前に入場行進した事やピッチでの思い出
です。この様な素晴らしい経験をさせてい
ただき、又その年の兵庫県スポーツ大賞・
金賞を受賞しサッカーをやっていて本当に
良かったと思っています。

怪我をした当時、家に閉じこもって居た
私をサッカーに誘ってくれた後輩や県なら
びに尼崎サッカー協会の方々の、ご尽力・
ご指導により本当に楽しいサッカーに出会
い人生が変わったように思います。この素
晴らしいサッカーを未だ未だシニアチーム
で頑張って続けて行くつもりです。

