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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
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尼崎サッカー協会登録の
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２２年６月５日（土）１５：００より 尼崎市記念公園総合体育館地下研修室にて、平成２２年度総
会が開催され、評議委員全１０５名中、出席４９名・委任状４６名、合計９５名により４つの議題が決議さ
承認されました。（過半数５３名）ここに報告させていただきます
１．平成２１年度
３．平成２２年度

事業報告
事業計画（案）

２．平成２１年度決算報告
４．平成２２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。

２２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６０回尼崎市民スポーツ祭
５月
第３４回全日本少年大会尼崎予選
５月 他
審判講習会
８月
第３０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10日
第４２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３回尼崎キッズ・レディースデー11月10日
医事講習会
11月21日
マスターズ大会
１月
理事長杯中学１年生大会
３月13日
ベイコムＵ－９大会

（２）関連行事
７月
県民大会（Ｕ１７）
7月31-8月1日第16回社会人フットサル
８月
兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞＵ－１５
10月
第４４回兵庫県中学生U15ｻｯｶｰ選手権
10月17日
ファミリーフットサル
11月～２月 第２２回尼崎少年学年別友好リーグ
11月
第１７回関西小学生大会尼崎予選
１月
県民大会サッカー競技 Ｕ－１６
２月
第４１回兵庫県社会人都市対抗大会
２月
第３３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

春の大会

特集！

風が冷たく感じた春先から始まりました各大会は、夏の全国大会に繋がる予選な
どもあり各地域で熱戦が繰り広げられました。 さて尼崎勢の活躍は・・・

全日本少年サッカー大会兵庫県大会

尼崎南

県大会

１回戦敗退。

５月２日始まった尼崎予選の決勝は、５月５日サブグランド
で尼崎南とエレメンツ尼崎が対戦。２－０で尼崎南が優勝し県
大会へ。６月１２日（土）西宮浜人工芝グランドでの県大会１
回戦 センアーノ神戸ジュニアと対戦。健闘しましたが、１－
４で敗退しました。
（県大会決勝は、兵庫FC １－０ 西宮サッカースクールの
結果で、兵庫FCが8月の全国大会に出場します。）
４種委員会より

県大会アップに向かうの尼崎南

中学総体

尼崎予選：決勝戦
尼崎南２－０エレメンツ尼崎

尼崎予選

（第６４回尼崎市中学校総合体育大会）

７月３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
１日（日）尼崎市記念公園陸上競技場で行われました。立花中学校と園田中学校は点の取り合いとなり
延長戦の末４－３で園田中学校が優勝。その前に行われました３位決定戦の結果は大庄北中学校３－２
若草中学校でした。上位３チームは阪神大会（西宮・伊丹・芦屋）に進出します。
３種委員会より

高校総体

県予選

尼崎勢

３位決定戦

大庄北３－２若草中

市立尼崎高校のベスト１６進出まで

5月１日から始まりました平成2２年度
全国高等学校総体県予選には尼崎市内から
は、９チームが参加しました。各チーム健
闘しましたが、市立尼崎高校のベスト１６
が最高でした。選手権大会に期待します。
（8月沖縄インターハイには優勝した滝川
第二高校が出場）
２種委員会より

市立尼崎０－１市立西宮

5回戦

尼崎工２（PK4-3)２洲本

2回戦

第１３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４チームが参加しましたが、結果は次の通りです。（最終成績のみ）
４回戦

：

ヤンマー尼崎

１－５

獨協蹴球団

４回戦

：

尼崎サッカー愛好会

３回戦

：

尼北クラブ

１－４

ｸﾗﾌﾞｺﾗｯｼﾞｵ

２回戦

：

大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ １－４

１－５

セントラルＳＣ
神戸市役所(A)
１種・社会人委員会より

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）

第３４回 Ｕ－１８ 関西予選
明倫クラブ 予選Ａブロック
３位（１勝１分２敗）
ﾉｯｸｱｳﾄﾗｳﾝﾄﾞ１回戦
明倫１－５ センアーノ神戸

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
２００９－２０１０

尼崎ＦＣ
３次ﾘｰｸﾞ敗退
ミュートス ３次ﾘｰｸﾞ敗退
立花
２次ﾘｰｸﾞ敗退
明倫クラブ ２次ﾘｰｸﾞ敗退
長洲ＳＣ
１次ﾘｰｸﾞ敗退

県リーグ戦情報

県Ｕ１８トップリーグAブロック参加の市立尼崎高校は、
１勝１分５負で、７位。この結果１３･１４位決定を戦い、北
須磨に２－０で勝利、最終入れ替え戦で柏原に延長の末６－３
で勝利し残留決定しました。

兵庫県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

第１８回 Ｕ－１５ 兵庫予選
３次い組 ４位 （３敗）
３次う組 ４位 （１分２敗）
２次Ｂ組 ４位 （３敗）
２次Ｄ組 ４位 （３敗）
１次ａ組 ３位 （１勝１分１敗）

２０１０兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ１５

今年も尼崎からは４チームが参加し、下記の結果となりました。
１部 ：尼崎東ミュートス
１０位
２部Ｂ：尼崎ＦＣ
６位
３部Ｃ 長洲ＳＣ
１位
３部Ｄ：明倫クラブ
４位

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。 後期ホームゲーム・・・（会場はすべてヤンマーＧ）
９月５日、１２日、２６日、１０月１０日、１７日。
Ⅱ部「尼崎サッカー愛好会」後期ホームゲーム・・・（記載以外は他会場）
９月５日、１２日、２６日（西宮浜）、１０月１０日（西宮船阪）、１７日、２４日。

尼崎サッカー情報！
兵庫県社会人サッカーリーグ・尼崎所属チーム活躍
２０１０年 兵庫県社会人サッカーリーグが４月に
中！
開幕。尼崎からは、Ⅰ部「ヤンマー尼崎」と今年度Ⅱ
部昇格の「尼崎サッカー愛好会」の２チームが参加し
ています。５月２日（日）には尼崎市内で２試合の県
リーグが開催されました。共に上位リーグ進出を狙う
両チームに声援よろしくお願いします。
「前期終了し、ヤンマー尼崎はⅠ部２位（勝ち点１
６）、尼崎サッカー愛好会はⅡ部５位（勝ち点１４）
となっています。」
社会人委員会より

ヤンマー３－０龍野ＦＣ

尼崎ｻｯｶｰ愛好会２－１太子ＦＣ

平成22年度（第６回）兵庫県マスターズ（４０）大会ｻｯｶｰ
平成22年度（第6回）兵庫県マスターズ（４０）
参加選手資格：２０１０/4/１時点40歳以上日本協会登録選手及び登録予定者
開催日：4月11日（日）参加者：２２名（現地集合5名）
会場：淡路 佐野運動公園（第３サッカー場 人工芝）
日程： 第３試合 １２：５０ 尼崎１－０芦屋
（得点／南本）
第５試合 １５：１０ 尼崎１－０北播
（得点／大城辰二）
開催日：4月２５日（日）参加者：17名（現地集合3名）
会場：淡路 佐野運動公園（第２サッカー場 天然芝 クラブハウス前）
日程：第１試合 １０：３０ 尼崎０－１北摂
第３試合 １２：５０ 尼崎０－１県５０選抜

第６０回

尼崎市民スポーツ祭

各種別の試合結果

各委員会より

４月１１日（日）尼崎記念陸上競技場での開会式でスタートした、市民スポーツ祭。今年は好天にも恵まれ順調に試
合が消化しました。皆さんのご協力で順調に試合消化が進みました。

優勝

準優勝

ベスト４

ベスト４

小学４年生の部

尼崎南ＳＣ

園田ＪＳＣ

武庫ＪＳＣ

大庄ＳＣ

小学５年生の部

ＦＣコンパニェロ

尼崎南ＳＣ

太陽南塚ＦＣ

大庄ＳＣ

小学６年生の部

尼崎南ＳＣ

エレメンツ尼崎

ＦＣコンパニェロ

ｸﾘｱﾃｨｰﾊﾞ尼崎

中学生の部

ミュートス

大庄北中学校

尼崎ＦＣ

園田中学校・Ａ

高校生の部

市立尼崎高校

県立尼崎高校

県立尼崎工業高校

県立尼崎小田高校

ママさんの部

ママさん・シニアの部はリーグ戦で行われています。９月中旬には順位が決定する予定です。

シニアの部
一般の部

尼北クラブ・ＦＣアシスト・Ｍｉｓｃｈｉｅｆ・ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ （７月１１日現在のベスト４・決勝は９月中旬予定）

フェアープレー賞（チーム）を選定します。
尼崎サッカー協会では、上記の全カテゴリーが参加する市民スポーツ祭を対象とし
て、フェアープレー賞（チーム）を選定します。選定基準はイエローカード・レッド
カードの少ないことはもちろんですが、ピッチ外での活動も（グランド設営・片付け
やゴミ処理など）対象となっています。 表彰は、秋開催の尼崎サッカーカーニバル
の中で行う予定です。
規律フェアープレー委員会より

尼崎東ロータリークラブ杯

The３０th中学１年生フットサル全国選抜大会

開催！！

７月３１日と８月１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３０回目の節目を
迎えます。今年も初日７月３１日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を開催。ご期待下さい。
２０１０年７月３１日（土）・８月１日（日）尼崎市記念公園総合体育館にて

第４２回

尼崎サッカーカーニバル

フットサル委員会より

１０月１０日（日）開催！！

毎年恒例の尼崎サッカーカーニバルは、来る１０月１０日（日）尼崎記念公園陸上競技場で開催されます。当日は総
勢２０００名を越える尼崎のサッカー愛好家が集う尼崎サッカー協会の一大イベントです。各チーム所属の方々はもち
ろん、ご家族、お友達をお誘いの上、是非会場におこし下さい。またこのイベントは当日の朝行われます、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の直後に行われます。
総務委員会より

第3回 尼崎ｷｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
計画中！

キッズリーダー講習会を９月１９日（日）
開催します。
尼崎サッカー協会では、キッズ活動に参加いただけるキッ
ズリーダー育成を推進しています。そのリーダー講習会を、
９月１９日（日） 尼崎市内で計画しています。
詳細は、尼崎サッカー協会 ホームページ もしくは、各委
員長までお問合せ下さい。

尼崎サッカー協会ホームページが
リニューアルしました。
大変お待たせしました。尼崎所属チームの試合結果や
審判・技術情報などもタイムリーに情報発信していきま
す。アドレスは下記を参照下さい。（兵庫県サッカー協
会のホームページ・１３都市協会からも入れます）

hｔｔｐ：//www．aｍａｇａｓａｋｉ-ｆａ．com/

今年も尼崎キッズ・レディースﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙを１０月３１日（日）に計画し
ています。詳細は次号でご紹介します。
キッズ準備室より

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

総務委員会より

救急救命講習会に２０名参加しました。
去る４月１８日 尼崎市北部救急センター４Ｆ会議
室にて「救急救命講習会」に師田会長をはじめ女子委
員会・ママさんチームのメンバー２０名が参加しまし
た。当日は講義のあと実際にＡＥＤ操作を作動させる
実技指導では始めての方も熱心に参加されてました。
今後も企画しますので皆さん参加下さい。

蹴球尼崎

眞一

「私のワールドカップ」

中島

尼崎サッカー協会

副理事長

今回のワールドカップでは、
日本チームはベスト１６で残
念ながら終わりましたが、日
本チームの健闘に感激し、次
回のブラジル大会に大きな希
望と夢を与えてくれたことに
感謝したいと思います。

私が始めてワールドカップ
を知ったのは、１９７４年西
ドイツ大会で、サッカーはま
だマイナースポーツで現在の
様にテレビ放映はなく、サッ
カーマガジンという月刊誌の
増刊号でワールドカップの写
真と記事を読んで感動し、感
激したものです。当時は、戦
術やプレーも雑誌や本などで
知り、まねをしたものです。
（雑誌はいまもあります）

今回の大会ではテレビ映像
の進歩で競技者のあらゆる角
度から捕らえたプレー映像を
見ることができたり、また全
試合を観ることができるなど、
若いプレーヤーには知識は十
分だと思いますので、今後は
指導者・仲間と競い合い、練
習に励み、尼崎からトッププ
レーヤーが育って活躍するこ
とを期待しています。

女子委員会より

