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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

第６０回 尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会４月１１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６０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２１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２００９年１０月１１日の開会式でスタートしましたこの
大会は、今年の３月で無事終了しました。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３２回 尼崎市秋季少年サッカー大会
兼第４２回兵庫県少年サッカー選手権大会尼崎予選
兼第１６回関西少年大会尼崎予選

・U12（６年生以下）ミレ朝鮮FC・U10（４年生以下）尼崎南SC
・U11（５年生以下）太陽南塚FC

第３６回 尼崎市中学生秋季サッカー大会
兼第４３回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎予選・U15
平成２１年度
第１７回
第９回
第４４回

尼崎市高等学校サッカー選手権大会

尼崎市ママさん秋季サッカー大会
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

・市立尼崎高等学校
・武庫バレンシア
・リサイクルズ
・大阪チタニウムテクノロジーズ

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。

尼崎ＦＣ

県大会

３位！

中学生サッカー大会（Ｕ１３）
尼崎市内予選（兼 理事長杯）突破の尼崎ＦＣは、県大会１回戦伊丹、２回戦
AZALEA三田を破り、２月１１日 関西大会進出をかけた準決勝で「ヴィッセル神戸」
と対戦しました。前半２点を奪われるも後半立上りポストをたたく惜しいシュートなど
で反撃しましたが、０－５で敗退しました。決勝戦はイルソーレ小野とヴィッセル神戸
の対戦。０－５でヴィッセル神戸が優勝しました。
また市内予選結果は次の通りです。
（準決
勝 尼崎ＦＣ２－０ミュートス、小田南中２－０長洲ＳＣ
決勝
３種委員会より
戦、尼崎ＦＣ２－１小田南中。 １月１６日若草中学校にて）

太陽南塚FC 県大会１回戦惜敗
関西少年ｻｯｶｰ大会 Ｕ－１１

市立尼崎高校
平成2１年度

第１６回関西少年サッカー大会県大会は、３月１４
日姫路・球スポで開催。尼崎代表の太陽南塚ＦＣは、
淡路代表の洲本FCと対戦。前半コーナーから先制さ
れたました。後半は反撃するも０－１で惜敗しまし
た。ご声援ありがとうございました。
（市内予選秋季大会準優勝はエレメンツ尼崎。
３位は尼崎南ＳＣと園田ＪＳＣでした）

新人大会３回戦敗退

兵庫県高等学校サッカー新人大会

地区予選を勝ち上がった市尼は、1月３１日（日）
２回戦から登場し、明石城西に１－０。２月６日
（土）相生高校での３回戦は神戸国際大付属高校と
対戦。１－１からのＰＫ戦となり（４）－（５）で
敗退しました。

市内予選表彰式

２種委員会より

４種委員会より

Ｕ１１尼崎選抜

情報

第３２回 兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会
２月１３・１４日としあわせの村で開
催。１次リーグ２組（尼崎・北摂Ｂ・丹
有・淡路）では、３戦全勝で１位トーナ
メントへ。３位決定戦では１－４西宮選
抜となり最終４位でした。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

Ｕ１６尼崎選抜

THE

第５回

情報

中学選抜

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３

２月２７日、３月６・７日淡路・佐野運動公園にて、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。
尼崎トレセンは、２勝・１分け・１敗。
Aグループ ２位の成績でした。
３種・技術委員会より

尼崎VS淡路

情報

高校選抜

第６３回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

第４回

Ｕ１３尼崎選抜

少年５年選抜

FOOTBOALL

１月１６－１７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。
３部リーグの尼崎選抜は２勝１分１敗で、来年２１年度から２部昇格し
て活動します。
２種・技術委員会より

CONFERENCE HYOGO

報告

２０１０年１月２３日（土）神戸市しあわせの村にて指導者を対象の第４回
フットボール カンファレンスが開催されました。午前は芝生ピッチでトレーニン
グの提案。午後は選手育成現場での指導者養成、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分科会で参加者同士が意見交換を行いました。最後に兵庫
県サッカー協会 指導者養成部長 中根成介氏（尼崎サッカー協会 技術委員会
理事）が成果発表を行いました。指導者の皆さん次年度開催にも是非参加願います。

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ

県リーグ戦情報

２００９－２０１０
県Ｕ１８トップリーグ参加の市立尼崎高校。開幕ゲー
ム２－３明石南。第2節12月13日（日）０－０神戸弘陵。
０－２小野。Ａブロック残りの対戦は「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。

2010年度
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
チームは下記のグループで進行中。 明倫VS長坂中（聖ﾄﾏｽ大G）
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

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。前期ホームゲームは
4月１８日、５月２日、２３、３０日です。 （会場はヤンマーＧ）
部「尼崎サッカー愛好会」前期ホームゲームは
４月１８日（ﾕﾆﾊﾞｰ補助）、５月２日（尼崎市記念陸上競技場。

・
・
・

Ⅱ

尼崎サッカー情報！
この冬から初春に尼崎各所で開催されました、サッカー関連情報をお知らせします。

平成２２年（2010年）尼崎サッカー協会

新年会

１月１６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」。昨年を上回る１
３０名以上ものサッカー関係者で埋め尽くされました。開宴の前に昨年お亡く
なりになりました物故者３名に哀悼の意を表し出席者全員で黙祷を行いました。
「故 河北 頴数（かわきたひでかず）氏 １１月１９日逝去」。「故 田中
克明（たなか かつあき）氏」２月９日逝去」。「故 島田 浩次（しまだ
こうじ）氏 １０月１５日逝去」。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新年会は、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、セレッソ大阪、（株）
ニチレク）のご臨席頂きました。上川顧問による乾杯のご発声で開宴、途中ビ
ンゴゲームによるお楽しみ抽選会では「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」より多数の景品のご提供を頂きました。
懇親会では種別を超えた輪が広がっていました。

第５回
下）

Ｂａｙｃｏｍジュニアサッカー大会

開催！

総務委員会より

Ｕ－９（小学3年生以

ﾍﾞｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ主催のによるＵ-９世代の最初のトーナメ
ントによる大会。好転に恵まれた３月１４日尼崎記念公
園陸上競技場で１４チームが参加し開催されました。
優勝 園田JSC、準優勝 武庫之荘FCでした。当日の試合
の模様はBaycomで４月１９／２０／２６／２７日に放映
されます。是非ご覧下さい。
４種委員会より

第２１回

少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ

閉幕しました。

昨年１１月１５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 ２１回大会は、
全２１７試合を消化し、２月１４日（日）尼崎市記念公園体育館・格技場で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。
４種委員会より

優勝

FCコンパニェロ第１９回

あましん杯少年ｻｯｶｰ大会

尼崎予選

好天に恵まれた２月２０日（土）サブグランドにて、第１９回あましん杯ア尼崎予選が行われました。
準決勝第一試合はエレメンツ尼崎０－０（ＰＫ３－５）ＦＣコンパニェロ、第二試合は園田ＪＳＣ１－
１（ＰＫ３－２）大庄ＳＣで、２試合とも勝者を決定するＰＫ戦の結果、勝者が４月１０・１１日開催
の阪神大会へ出場を決めました。決勝戦はＦＣコンパニェロ１－０園田ＪＳＣでした。
４種委員会より

平成２１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
（小学生・中学生の部以外の紹介）
大阪チタニウムテクノロジー

優勝

第４４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、甲武クラブと
大阪チタニウムテクノロジーズの初顔合わせ。結果は０
－４で大阪チタニウムテクノロジーズが優勝しました。
（３月２８日 尼崎市記念公園陸上競技場にて）
社会人委員会より

ﾚﾃﾞｨｰｽ
塚口AFC

第１７回秋季大会
VS武庫之荘ｸﾞﾘｰﾝ

尼崎市立高等学校

優勝

平成２１年度 尼崎市高校生秋季大会は、３月
６日スタート。３月２１日の決勝戦は尼崎稲園高
校と市立尼崎高校が対戦。試合結果は１－２で尼
崎市立高等学校の優勝でした。
２種委員会より

武庫バレンシア初優勝
今回の大会は最終節の２月２８日まで
優勝争いがもつれた接戦でした。
１位 武庫バレンシア
２位 明倫マミーゴ
３位 塚口ＡＦＣ
４位 武庫之荘グリーン
５位 長洲ハナコ
女子委員会より

シニア秋季リーグ

リサイクルズ優勝

第９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。
１位リサイクルズ、
２位パウリスタ、
３位市役所チタニウム
シニア委員会より

平成２２年度 尼崎サッカー協会定時総会

６月５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。
総務委員会より

第１９回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会
阪神大会のお知らせ
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１０日（土）・１１日（日）尼崎陸上競技場で
開催されます。尼崎からは、ＦＣコンパニェロと園田ＪＳＣが参
加します。
４種委員会より

第３４回全日本少年サッカー大会
尼崎予選のお知らせ
小学生世代の日本一競う第３４回全日本少年サッカー大会尼崎
大会は４月末から５月５日（予定）で開催されます。
優勝チームは、６月開催西宮で開催予定の県大会へ出場します。
４種委員会より

第７回兵庫県クラブユースサッカーリーグ
（Ｕ－１７）大会の結果
報告
Ｕ－１７世代のクラブユースのリーグ戦が県４チームが参加して
２月２７日～３月７日開催されました。尼崎からは明倫クラブが
参加しましたが、３戦全敗の結果で、４位でした。

兵庫県シニア大会

ｉｎ淡路佐野のお知らせ

４月１１日・２５（日）淡路・佐野グランドにて兵庫県下の
都市協会シニア（４０歳以上）の交流戦が開催されます。昨年
は日程それぞれ別チーム編成できる多くの参加者がありました。
今年も活躍に期待してください。
シニア委員会より

第13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１８日から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

第２５回兵庫県クラブユースサッカー選手権
（Ｕ－１５）大会のお知らせ
第２５回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会兵庫予
選であるこの大会は、４月中旬から５月中旬にかけ県下各地で開催さ
総務委員会より
れます。上位６チームは、関西大会の出場権が得られます。
２種委員会より

２種委員会より

ＪＦＡキッズ（Ｕ-6･8)
報告
サッカーフェスティバル２０１０兵庫
３月７日（日）スポッツエリ
ア姫路的形で開催されましたＪ
ＡＦキッズ（Ｕ－６・８）サッ
カーフェスティバル２０１０兵
庫には２０チームが参加。当日
はキッズビクス（ウォーミング
アップ）を行う時間に、「体を
動かすことの爽快さを支える」
為の「食育講座」を保護者を対
象に行いました。また親和女子
大学のメンバーもスタッフとし
て参加しました。

サッカー４級審判

新規講習会のお知らせ

＊日時 ５月３０日（日）１３：００～
＊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。
審判委員会より

第９回

福知山沿線年交流
少年フットサル大会

報告

去る１月３１日（日）福知山にて１１市町から１２チームが参加
したフットサル大会に、塚口尼崎ＦＣジュニアが参戦。予選Ａブ
ロックで１位となり、決勝トーナメントに進みましたが、最終４位
で終了しました。福知山沿線の各チームとの交流を図りました。

蹴球尼崎

伸行

「健康と精神のバロメーター」

花峯

尼崎サッカー協会

副理事長

私が「サッカー」というスポーツ
を知ったのは小学校６年生の体育の
授業で初めてボールを蹴ったのがは
じまりです。それまでは友人と野球
と遊びが毎日の日課でした。昔です
から勉強よりも健康が大切といわれ
ていました。（笑・・・）

サッカーというスポーツに興味を
持ったのは手で投げるよりも足でコ
ントロールして好きなところへボー
ルを飛ばすことができるということ
が新鮮でした。中学校に入ってサッ
カー部に入部し高校、社会人とサッ
カーを続け現在に至っております。
中学・高校では弱小チームでしたが
上級生の指導でサッカーをいやにな
ることなく続けられました。社会人
ではチームのマネージャーを兼務し
ながら協会の運営委員会に出席して
いました。その後、協会役員のご厚
情で役員のお手伝いをさせて頂き現
役職を続けさせていただおります。

モットーとして「愛和一体」で明
るく清らかな思いをもつことを心が
けていきたいと思っております。今
後とも皆様のご指導とご鞭撻を頂き、
協会の発展とスポーツを楽しむ場作
りが出来る様に微力ながらお手伝い
をさせて頂きたいと思っております。

