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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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第４２回 尼崎サッカーカーニバル
１０月１０日（日）開催！ 兵庫サッカーデーin尼崎

第４２回尼崎サッカーカーニバルは、１０月１０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）
このカーニバルは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。

皆様のご支援で３０回を迎えることができました！
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
７月３１日と８月１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は、伊丹ＦＣJrY の優勝で無事終了しました。
今年も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。この大会は今年で３０回を迎えることができまし
たのも、尼崎東ロータリークラブの杉浦誠士会長はじめ役員の皆様、モル
テン様、２日目に東京から駆けつけていただきました、十条ＦＣ 榮 様
（日本サッカー協会参与 元フットサル委員長）、そして連日お手伝いい
ただいた多くのスタッフの方々のご支援によるものです。来年もよろしく
お願いいたします。
クリニックを行っていただいた
デウソン神戸・シュライカー大阪

お手伝いいただいた、
稲園高校サッカー部１年生の皆さん
モルテン
オフィシャルボール
オフィシャル
・審判団

夏・初秋の大会

特集！

梅雨明けと同時に酷暑となった今年の夏。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・・・

第３３回尼崎秋季少年サッカー大会
代表決定！６年以下（U-12）エレメンツ尼崎
６年決勝キックオフ

兼

第４３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

９月初旬にスタートした大会は9月20日魚つり公園Ｇで決勝を迎えました。
６年生の部決勝はエレメンツ尼崎１－１大庄ＳＣ。ＰＫ戦の末エレメンツ尼
崎が優勝。４年生の部決勝は尼崎南ＳＣ０－０園田ＪＳＣ。ＰＫ戦の末尼崎
南ＳＣが優勝。この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月上旬 北播に
て開催予定の第４３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年決勝前の尼崎南

第３７回尼崎市秋季中学生サッカー大会 兼 第４４回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選
尼崎東ミュートスと大庄北中学校が尼崎代表に決定！

ﾐｭｰﾄｽ（青）VS

尼崎FC

８月２８日スタートした市内予選は、２１チームによるトーナメント。立花
中学校で行われた準決勝第一試合はミュートス１－０尼崎ＦＣ。準決勝第二試
合武庫東中学校０－８大庄北中学校。決勝戦は、ミュートス４－０大庄北中学
校の結果でした。上位２チームは９月２５日(土）から開催の、第４４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１１日（祝・
月）に行われます。県大会上位４チームには「高円宮杯第２２回全日本ユース
大庄北中（青）VS武庫東中
(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。
３種委員会より

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１０
校が出場。市立尼崎高校が、第8９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９日（土）から開催予定）
２種委員会より
大庄（黄）VS

第８回関西クラブユース地域リーグ（Ｕ－１８）
がんばれ 明倫クラブユース
関西各地域で第８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、ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田・エストレラ姫路・ウィ
ザーズ・枚方カンテラと対戦します。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た決定戦に進出します。
２種委員会より

バーモンドカップ第２０回全日本少年フットサル
尼崎代表は「塚口AFCJr A」と「大庄SC」

塚口･A（青）

尼崎予選

尼崎予選は９月４日（土）・５日（日）に尼崎市記念公園総合体育館で開催されました。一次リーグ、
２次トーナメントを勝ち抜いた「塚口ＡＦＣＪｒＡ」「大庄ＳＣ］「浦風ＦＣＪｒＡ」の３チームで決勝
リーグを実施。２勝した塚口ＡＦＣＪｒＡが優勝。１勝１敗の大庄ＳＣが準優勝。この２チームが県大会
へ進出します。
フットサル委員会より

第46回全国社会人選手権
関西大会
ヤンマー尼崎1回戦敗退。

第17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

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（２位として）参
加のヤンマー尼崎は、１回戦７月２４日
阪南大クラブに０－６で敗れました。

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１５日２回戦西宮代
表の「FC西宮１９６７」に２－２（PK45)で敗れました。

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
2009-2010 市尼崎 残留決定！

尼崎勢

4回戦で敗退

2回戦から登場の尼崎サッカー愛好会は、順調に
勝ちあがった4回戦セントラルSCに１－５で敗れ
ました。また4回戦から登場のヤンマー尼崎は獨
協蹴鞠団に１－５で敗れました。
１種・社会人委員会より

県リーグ戦情報

2009-2010 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位となり、13-14位順位決定戦
へ。これに負けると地区リーグへ降格でしたが北須磨に２－
０で勝利し入れ替え戦へ。柏原との対戦は延長の末６－２で
勝利し、ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ残留となりました。2010-2011の組合せは9
月15日現在未定です。

兵庫県社会人
サッカーリーグ

第13回兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

２０１０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開催されています。。
尼崎の各チームの最終結果をお知らせします。
１部 ・・・尼崎東ミュートス
２部Ｂ・・・尼崎ＦＣ
３部Ｄ・・・明倫クラブ
３域Ｃ・・・長洲ＳＣ

１０位
６位
４位
１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。
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。

２部降格。
２部残留。
３部残留。
２部昇格。

Ⅱ部「尼崎サッ

尼崎・２種特集！
尼崎・２種世代のチームは、高体連１０チームとクラブユース連盟１チームの計１１チームが活動して
います。どのチームも自分のチーム目標に向かって懸命にボールを追いかけています。活動エリアは尼崎
市外も多いですが、皆さん応援よろしくお願いします。この夏から始まった予選の試合を中心に各チーム
をご紹介いたします。（高校選手権大会、兵庫県阪神地区予選＝高体連。Ｊユースカップ、第８回関西ク
ラブユース地域リーグ（Ｕ－１８） ＝クラブユース連盟）
県立尼崎小田高校（オレンジ）
ＶＳ市立尼崎東高校（グレー）

県立尼崎北高校（赤）

県立尼崎工業高校（緑）

県立尼崎高校（白） ＶＳ
市立尼崎産業高校（青）

県立尼崎西高校（オレンジ）

市立尼崎高校（赤）

第６０回

尼崎市民スポーツ祭

県立尼崎稲園高校（白）

県立武庫之荘総合高校（ｵﾚﾝ
ｼﾞ）

明倫クラブ（赤）

各種別の試合

結果

前号でお伝えできませんでしたカテゴリー社会人・ママさん・シニアの結果をご紹介いたします。
優勝
ママさんの部

ベスト４

準優勝

ベスト４

ママさんの最終戦は、10月10日（日）尼崎サッカーカーニバル同日に開催され、順位が決定します。

シニアの部
一般の部

パウリスタ

リサイクルズ

ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ

尼北クラブ

尼崎社会人フットサル大会２０１０

CUP(U-12)

少年６年選抜

尼崎選抜を含む全24チームが参加し8月２０日～２２日神戸市し
あわせの村で開催されました。予選ﾘｰｸﾞA組は尼崎２－２千里馬、
尼崎０－２香川県、尼崎３－０但馬、尼崎０－２神戸A、尼崎０－２
東播。Aグループ４位。順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄでは、尼崎２－１北播、尼崎１－
１（PK5-6)）淡路で、最終全体１４位でした。

平成22年度夏季県民大会ｻｯｶｰ競技(U-17)

ＦＣ アシスト

尼北・愛好会
Ｍｉｓｃｈｉｅｆ

2010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

７月３１日（土）・８月１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
の優勝は尼北クラブ、２位 日本スピンドルサッカー部、３位 住
友金属テクノロジーでした。（参加８チーム）
フットサル委員会より

第16回KOBE

市役所・チタニウム

高校選抜

尼崎選抜Ｕ－１７は１部昇格を目指して戦いましたが、
尼崎０－１明石、尼崎４－１東播磨、尼崎１－１丹有、
の結果となり、次年度は３部での活動となりました。

１０月１１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

平成２２年度少年技術講習会(U-11) 少年５年選抜
平成２２年度兵庫県少年ｻｯｶｰ技術講習会は7月17日
（土）18日（日）と丹波少年自然の家で8人制で開催
されました。 尼崎は、明石，淡路、東播との交流戦、
また宿泊研修も経験しました。

第6回兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾘｰｸﾞ(U-15)

中学選抜

８月１日（土）２日（日）と播磨光都で開催。A
ブロックの尼崎トレセンは尼崎TC１－４神戸TC，
尼崎TC８－１淡路TC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。

ファミリーフットサル

ｉｎ

尼崎

１０月１７日（日）開催

フットサルを通じて、家族のつながりを深める大会として開催いたします「ファミリーフットサルｉｎ尼崎」。
１０月１７日（日）尼崎市記念公園総合体育館 メインアリーナにて開催されます。

尼崎キッズ・レディースデー

１０月３１日（日）開催

今年で３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１０月３１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）
●上記に関する 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
携帯０９０－８１６８－７５２２ ＦＡＸ ０６－６４２７－５９３８
キッズ準備室・女子委員会より

「サッカー選手に多いケガ～治療法を中心に～」

１１月１０日（水）医事講習会開催！

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、尼崎にあります県立塚口病院 整形外科医長 三浦 寿一先生
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１０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

サッカー４級審判

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
更新講習会

２０１０年１２月１９日（日）１３:００～１７:００
２０１１年 ３月 ６日（日）１３:００～１７:００
２０１０年１２月１９日（日）０９:３０～１２:００
２０１１年

３月

６日（日）０９:３０～１２:００

「学年別友好リーグ

第２２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、１２月５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。

審判委員会より

兵庫県レフリートレセン

in尼崎！

上級レフリーを目指す３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、
兵庫県レフリートレセンが９月１２日
（日）に若草中学校で開催されました。

12月5日

開会式！

４種委員会より

ﾏｽﾀｰｽﾞ2010ｲﾝあまがさき選手権
11月21日開催
第１０回目を迎えるこの大会は、１１月２１日（日）
尼崎市記念公園陸上競技場にて開催します。生涯現役の
選手の皆さんにご声援よろしくお願いいたします。
シニア委員会より

審判委員会より

２０１０．１０／３（日）～１０／２４（日）

蹴球尼崎

10

尼崎サッカー協会
副理事長 吉田 昌子

18

31

「友だちの輪を広げたい」

30

この期間中に実施される試合において，フェアプレー旗
のもと、両チーム・審判が集まり、集合写真を撮影しま
す。撮影した写真は、兵庫FA及び尼崎FAホームページ
等で公開する予定です。
規律フェアプレー委員会より

サッカーカーニバルや市民スポーツ
祭の開会式でアナウンスのお手伝いを
するうち、気がつくと男だらけのサッ
カー協会の仲間に入っていました。今
は私を含め４人の女性理事が女子委員
会でママさん、キッズ、少女を担当し
ています。
現在ママさんは８人制・５チームで、
春と秋の２の回リーグ戦と６０才以上
のシニア（男性）チームとの交流戦な
どを行って楽しんでいます。
今年から担当することになったキッズ
では、キッズリーダー講習会やキッ
ズ・レディースデーの開催を企画・運
営しています。また女子担当は、少年
チームに所属する女子の把握や女子だ
けを集めての練習会の情報を収集して
います。
一方、女子が中学・高校それ以降に
サッカーを続けて楽しむ場がすくない
ことがずっと気になっています。まず
はキッズ・レディースデー（今年は
月 日）にサッカーをしたい女の子が
遊びに来てくれるよう広報活動をつづ
けて行きたいと考えています。
サッカー好きが集まって友だちの輪を
広げたい女子委員会です。皆さんの参
加をお待ちしています。

『ママさんの試合には 歳以上で、
出産・育児経験のある方、または
歳以上の方が参加できます。』

兵庫サッカーデーとは、「ちからをひとつに」を合言葉に
（社）兵庫県サッカー協会が開催する年に一度のサッカー祭り
です。１０月３日（日）～１０月２４日（日）の間、兵庫県下
で様々なサッカー関連事業を開催します。尼崎サッカーカーニ
バルもその事業の一環として開催されています。
総務委員会より

