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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３回尼崎キッズレディースフェスティバル

開催しました。キッズ２２５名・レディース９０名集合！

第３回尼崎キッズ・レディースフェスティバルは、１０月３１日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公
園陸上競技場）で開催されました。キッズカテゴリーは昨年を上回る２２５名が参加。ボールフィーリン
グやゲームを行う合間に尼崎オリジナルの「キックターゲット」に全員がチャレンジしました。レディー
スカテゴリーは９０名を６つのチームにわけゲームを楽しみました。白熱した歓声がピッチに響いていま
した。また県協会より講師を招いて「食育をテーマにした講習会」にも多く保護者の方々が参加されまし
た。ヴィッセル神戸からの講師によるアドバイスもありこのフェスティバルを通じて「尼崎のキッズリー
ダー」も少しずつ成長することができ、無事終了しました。
キッズ準備室・女子委員会より

第４２回

尼崎サッカーカーニバル

開催されました。

尼崎サッカー協会の最大事業である第４２回尼崎サッカーカーニバルが秋晴れの中
１０月１０日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上競技場）にて盛大に開催され
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、リフティングやリレー
（少年・中学）・アメリカンPK（社会人）、プレースキック（少年・社会人）。また
午後からは尼崎選抜（U15ｖｓU16）、（U17ｖｓ社会人）による交流戦を行いました。

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へ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。

塚口ＡＣＦJrブルー 県大会 ３位！
バーモンドカップ第２０回全日本少年フットサル

兵庫県予選

１０月２３日（土）・２４日（日）三田駒ヶ谷体育館にて開催されました、全日本少年フット
サル 兵庫県予選で、尼崎第一代表 塚口ＡＦＣＪｒブルーは、４チームによる一次リーグを
１位通過。３チームによる二次リーグは西宮ＳＳＵ１２と勝ち点４・得失点差も＋４で並びま
したが、総得点で上回り準決勝に進出。準決勝 兵庫ＦＣ・Ａとの対戦は１－６で敗れました
が、堂々の３位にはいりました。（優勝は兵庫ＦＣ）。第二代表 大庄ＦＣは健闘しましたが
１次リーグは敗退でした。
フットサル委員会より

第４５回（平成22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2２年度兵庫県社会人サッカーリーグⅠ部で見事１位の「ヤンマー尼崎」は、
関西リーグⅡ部への昇格をかけ、関西２府４県の社会人リーグ上位２チームが参加す
る関西府県リーグにチャレンジしました。リーグＢブロックのヤンマー尼崎は、１２
月１２日（日）滋賀2位のＢ.Ｓ.Ｃ ＬＡＧＯと対戦し３－２。１２月１９日（日）和
歌山２位の海南ＦＣと対戦し１－０。
この結果でグループリーグ１位通過。
準決勝は大阪KOREAN FCと対戦しましたが惜しくも０－２で敗退しました。

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

県ﾘｰｸﾞⅡ部３位「尼崎サッカー愛好会」

平成２２年（２０１０年）兵庫県社会人サッカーリーグⅡ部へ復帰した「尼崎サッカー愛好会」は１０チームによる前期後期を戦い、
勝ち点３２で堂々の３位となりました。（2位とは勝ち点１の差） Ⅰ部との入れ替え戦出場は次年度に持ち越しとなりました。多く
のご声援ありがとうございました。
１種・社会人委員会より

大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ・尼北ｸﾗﾌﾞ初戦敗退
大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ（赤）

平成２２年度都市リーグ決勝大会

１３都市協会管轄のリーグ戦より計１６チームが終結した平成２２年
（２０１０年）兵庫県下社会人都市リーグ決勝大会。尼崎からは２チー
ムが参加。１１月７日（日）播磨光都での１回戦 大阪チタニウムテク
ノロジーズ１－４クラブコラッジオ（西播磨）。尼北クラブ１－４ＦＣ
LADYGO＋F(A)（明石）。ともに初戦敗退となりました。

尼北クラブ（白）

１種・社会人委員会より

市尼崎

３回戦

惜敗

ｴﾚﾒﾝﾂ尼崎（U12）尼崎南SC(U10)･２回戦敗退

平成２２年度兵庫県高等学校サッカー選手権大会

第４３回 兵庫県少年サッカー大会 兵庫県大会
１１月１３日（土）三木防災公園球技場で開催されました、第４３回
兵庫県少年サッカー大会へ尼崎代表として出場した２チームの結果を
お知らせします。
６年生以下の部１回戦 エレメンツ尼崎３－２宝塚JrFC
２回戦 エレメンツ尼崎１－３ｳﾞｨﾘｯｷｰﾆ自由東SC
４年生以下の部
１回戦 尼崎南ＳＣ
２－１伊丹花里ＳＣ
２回戦 尼崎南ＳＣ
０－５龍野ＪＣＳ

阪神地区予選を突破し中央大会へ
出場の市立尼崎高校は、１回戦９－
０須磨東。 ２回戦４－０栁と順調
に勝ち上がり、10月24日（日）ベ
スト１６をかけた３回戦県立伊丹と
対戦しましたが０－１と惜敗しまし
た。
２種委員会より

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
2010-2011 開幕！

４種委員会より

県リーグ戦情報

2010-2011 県Ｕ１８トップリーグが開幕しました。今年度
は参加１６チームを１ブロックとして１回戦総当りとなりま
した。第四節を終了し市立尼崎高校は１勝１分２敗。２０１
１年７月２３日（土）まで開催されています。

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Ｕ１５

尼崎４チームの結果は前回お伝えしましたとおりです。
２０１１年度については実施要綱が決定次第お知らせします。
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

２部降格。
２部残留。
３部残留。
２部昇格。

平成２２年度（２０１０年） 兵庫県社会人サッカーリーグは全日程を終了しました。
Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。
通期成績１位(勝ち点３８）
Ⅱ部「尼崎サッカー愛好会」
通期成績３位（勝ち点３２）

２０１０・新人戦情報！
次年度に向けて新チーム活動のスタートとなる、各世代新人戦情報をお知らせします。

中学生新人戦

小田南中学校

販神予選惜敗（３

種）

尼崎から阪神地区大会へ進出した ３校の中で、小田南中学校が
阪神大会準決勝に進出。決勝進出で県大会が決定する山手台中学校（宝
塚）との試合は、１点先制しましたが、逆転され１－２で惜敗でした。他
の結果は若草中学校１－０大社（西宮）、若草１－４関西学院。大庄北中
１－２山手台でした。

準決勝

小田南中学校（エンジ）ｖｓ山手台中学校

関西少年サッカー大会(U-11) （４種）
第１７回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、尼崎市秋季大会５年生部は、１月中旬には尼崎代表１チームが決定。
３月中旬開催予定の県大会へ出場します。

兵庫県クラブユース（U-14)新人戦 （３種）
１次リーグ(１１月初旬から中旬）に尼崎市内から７チームが参
加。残念ながらすべてのチームが１次リーグ敗退でした。

高校生･新人戦 阪神地区予選 （２種）
平成２２年度阪神地区高等学校サッカー新人大会 阪神地区予選
は、尼崎市内から１０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。

尼崎のサッカー情報！
マスターズ２０１０ｉｎあまがさき選手権

１１月２１日（日）

穏やかな気候の中、第１２回目を迎えるこの大会は、１１月２１日（日）
ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上競技場）にて開催。楽しく、また勝負
にこだわるシニアの方々はいつまでたっても青春そのものでした。試合結果
は下記のとおりです。

参加全チームによる記念撮影

ｵｽﾞｼﾆｱ・ﾊﾟﾋﾟｰｺﾞ３－２尼北愛好会・ﾊﾟｳﾘｽﾀ、尼ｼﾆｱ０－１ﾔﾝﾏｰOB会、
,
ﾎﾞﾆｰﾄ尼崎
２－１60歳以上有志チーム 尼ｼﾆｱ１－５尼北愛好会･ﾊﾟｳﾘｽﾀ、
決勝戦
ｵｽﾞｼﾆｱ・ﾊﾟﾋﾟｰｺﾞ １－０ﾔﾝﾏｰOB会

シニア委員会より

ＪＦＡファミリーフットサルｉｎ尼崎

１０月１７日（日）

ＪＦＡが推進する多世代交流によるサッカーの推進の一貫として、ＪＦＡ
ファミリーフットサルｉｎ尼崎が１０月１７日（日）ベイコム体育館（尼崎市
記念公園体育館メーンアリーナ）で開催されました。（兵庫ＦＡ支援）当日は
１６チームが参加。ピッチには少年３名、成人女性１名、成人男性１名（Ｇ
Ｋ）の編成。また女性が得点すると２点ルールもあり、ゴールされた方もいま
した。楽しい雰囲気は今までにないスタイル。今後尼崎のサッカーに広げてい
きたいと思います。

学年別友好リーグ開会式１２月５日
１２月５日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上競
技場）にて、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 学年別友好リーグの開会式が行われま
した。この大会は８人制として運営。審判も１名です。試合
はすでに１１月中旬からスタートし、２月２７日の閉会式ま
でがんばっています。
少年委員会より

フットサル委員会より

森永カップ(U10）開催
１１月６・７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

「サッカー選手に多いケガ～治療法を中心に～」
１１月１０日（水）医事講習会開催しました。
尼崎・塚口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、医事講習会が
１１月１０日水曜日19:00～20:０0 ベイコム体育館（尼崎市記念公園総合体育館地下１Ｆ研修室）
で１５１名もの各チームの指導者、保護者、チーム代表者が参加され開催されました。
武部医事委員長による三浦先生の紹介で始まりました講習会は、三浦先生が選ぶゴール・ベスト５を交
えながら、楽しくわかりやすい内容でした。
三浦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

ご講演中の山口

基先生

サッカー４級審判
２０１１年

尼崎サッカー協会

新規・更新講習日程

３月６日（日）

・日時

１月１５日（土）

新年会
午後６時００分受
・午後６時３０分開

更新講習会０９:３０～１２:００（お持ちの方）
新規講習会１３:００～１７:００（初めての方）

付
宴

会場はいずれもﾍﾞｲｺﾑ体育館
（尼崎市記念公園体育館B1研修室。）
お申し込みはKICK OFFより。

・場所 ホテル「ホップイン」アミング２Ｆ
各種委員会よりの出席をお願いします。

第５回

THE

総務委員会より

審判委員会より

FOOTBOALL

CONFERENCE HYOGO

2011年1月22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５回目を迎えます。尼崎のサッカー指導者の皆さん 是非参加いただきチームに新しい情報を
伝達願います。
日時:2011年1月22日（土） 09:00～17:00

神戸市しあわせの村にて

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

選抜活動情報
第６４回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

冬の大会情報
２０１０年度尼崎リーグ（U15ﾘｰｸﾞ戦）（３種）

（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１５・１６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６回

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３

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１５日（予定）優勝チームは２月開催の
県大会へ出場します。

兵庫県都市対抗選抜少年ｻｯｶｰ大会（４種）

第２０回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会

兵庫県下のＵ１１地域トレセン１３チームがしあわせの村で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。

第４１回
種）

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）

（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。
２月２５日三木防災。３月５・６日淡路佐野にて開催予定。

第３３回

技術委員会より

（４種）

尼崎信用金庫主催の本大会は、第２０回を数えます。尼崎予選
は２月下旬に開催し、尼崎代表チームが決定します。阪神大会は、
新年度４月に、尼崎で開催予定。

第４４回 尼崎市社会人サッカー選手権大会
兼 市長旗大会
（１
種）

兵庫県社会人都市対抗サッカー大会（１

兵庫県下の１３都市協会の社会人選抜同士による大会。昨年尼崎は
ベスト４。今年はそれを上回る順位を狙っています。２月５日（土）
神戸市王子公園陸上競技場で、明石代表と対戦します。

市年度は市内２３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。天候にも恵まれ順調に試
合消化しています。３月下旬決勝予定。

蹴球尼崎

医事委員長
武部恭一

「サッカー バンザ
イ」
尼崎サッカー協会

平成９年から医事委員長として
毎年行われている医事講習会など
を担当しています。
サッカーは中学３年生から始め大
学卒業後は、社会人リーグでプ
レーしました。またアメリカ滞在
中は地元のサッカーチームに入り
リーグ戦に参加していました。
年程前にプレーは引退し、最近
ではもっぱらサッカー観戦を楽し
んでいます。ワールドカップはフ
ランス、日本、ドイツ各大会の日
本代表の試合を見ました。南アフ
リカ大会は行くことが出来ず残念
に思っています。
サッカーにはケガはつきものです
が、出来るだけケガをしないよう
に十分に準備をし、体調を整えて
練習や試合に臨むことがまず大切
です。不幸にしてケガをした時は
適切な応急処置の後に、正確な診
断及び適切な治療を受けることが
プレー復帰への近道であることを
理解して下さい。プレーしながら
ケガを治すのはむずかしいので、
時には練習を休み勇気も必要です。

皆様 ケガを克服してサッカー
を楽しんでください。
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