第１１号２０１１年

４月１１日

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

東北地方太平洋沖地震で被災されましたすべての方々に心よりお見舞いを
申し上げます。時がたつにつれ各地の被害の甚大さにこころが痛みます。
ご不安な状態が続いておられるかと存じますが、どうか一日も早くお立ち
直りになりますようお祈り申しあげます。
私たちサッカーを愛するものがちからをひとつにするため、サッカーに今
できることを考えています。 ～We will never walk alone～
こころは皆さんといっしょです。～Our

thoughts

are

with

you～

尼崎サッカー協会

一同

第６１回 尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会４月２４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６１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

平成２２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
全カテゴリー終了しました。
１１８チーム（全カテゴリー合計）が参加して２０１０年１０月１０日の開会式でスタートしましたこの
大会は、天候にもめぐまれスムーズに運営となり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３３回 尼崎市秋季少年サッカー大会
兼第４３回兵庫県少年サッカー選手権大会尼崎予選
兼第１７回関西少年大会尼崎予選

・U12（６年生以下）ｴﾚﾒﾝﾂ尼崎・U10（４年生以下）尼崎南SC
・U11（５年生以下）尼崎南SC

第３７回 尼崎市中学生秋季サッカー大会
兼第４４回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎予選・U15
平成２２年度

尼崎市高等学校サッカー選手権大会

ミュートス

・武庫荘総合高校

第１８回

尼崎市ママさん秋季サッカー大会

・長洲ハナコ

第１０回

シニア秋季サッカー大会

・オズシニア

第４５回

尼崎市サッカー選手権大会兼市長旗大会

・ＪＵＳＴ

ＭＥＥＴ

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。

社会人尼崎代表

１回戦・明石戦

準優勝！２２年度兵庫県社会人都市対抗

王子公園にて

Ｕ１１尼崎選抜

社会人選抜

２月５日(土）王子スタジアムで開幕しました、社会人都市対抗。
１回戦明石代表に２(4PK1)２、二回戦西宮代表に３－２の勝利で波に
乗りました。準決勝姫路代表戦では師田会長・佐藤副会長も応援に駆
けつけていただきました。一身一体の接戦は終了間際に２－２に追い
つき、ＰＫ５－４で見事決勝に進出。 ２月２０日（日）神戸いぶき
の森グラウンドでの決勝戦では神戸代表に２－８で敗れましたが、尼
崎代表のチームワークにより準優勝を飾ることができました。ご声援
ありがとうございました。
社会人委員会より

情報

Ｕ１３尼崎選抜

少年５年選抜

準決勝・姫路戦

情報

中学選抜

第５回 兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３

第３２回 兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会

２月２６日、３月５・６日三木防災、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。

２月１２・１３日としあわせの村で開催。１次リーグ
３組では（尼崎・北摂Ｂ・西播磨・淡路）１勝２敗。３
位トーナメント一回戦は１－２但馬選抜。１１位決定戦
では１(0PK3)１姫路選抜となり最終１２位でした。寒い中
ご声援ありがとうございました。

尼崎トレセンは、尼崎３－０芦屋、尼崎１－２北摂、尼崎１－２西宮、
尼崎０－４姫路、で１勝３敗。Ｂグループ ４位の成績でした。

４種・技術委員会より

Ｕ１６尼崎選抜
第６３回

情報

３種・技術委員会より
１月１５－１６日淡路島・佐野グランドにて、１３都市協会の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３勝１敗で２位となり２部昇格です。
２種・技術委員会より

高校選抜

兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

市立尼崎高校

尼崎南ＳＣ 県大会 １回戦敗退
関西少年ｻｯｶｰ大会 Ｕ－１１

新人戦県大会

平成22年度

第１７回関西少年サッカー大会県大会は、３月５日西播
磨・播磨光都サッカー場で開催。尼崎代表の尼崎南ＳＣは、
龍野ジュニアサッカークラブと対戦。健闘しましたが０－
３で敗れました。
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大庄ＳＣ）

阪神地区予選を勝ち上がった市立
尼崎高校は、1月３０日（土） ２
回戦から登場。市尼第二グランド
での宝塚北高校との初戦は１－４
で敗退しました。
市内予選表彰式
２種委員会より

平成22年度 阪神地区２種サッカー
秋季リーグ戦結果（Ｕ－１７）
１部から４部はＡ・Ｂにそれぞれのリーグ戦を行い順位
を決定。同順位同士で対戦し最終順位を決定。各部内の
１～２位が上位昇格（１部残留）、７～８位は下部降格
となります。５部はリーグ戦の結果１～２位が４部へ昇
格します。
２種委員会より

兵庫県社会人サッカーリーグ

２部
２部
３部
３部
４部
４部
４部
４部
４部
５部

県リーグ戦情報

県Ｕ１８トップリーグは今年から１６チーム・１リー
グ１回戦総当りに移行。尼崎から参加の市立尼崎高校は、
開幕ゲームは２－１市西宮でスタート。最終１５節は７
月２３日（土）（市尼第二グランド）までのロングラン
開催です。

２０１１年度

１回戦敗退

兵庫県高等学校サッカー新人大会

４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

いぶきの森にて

尼崎稲園高校
武庫之荘高校
明倫クラブ
尼崎小田高校
尼崎北高校
尼崎産業高校
尼崎東高校
尼崎工業高校
県立尼崎高校
尼崎西高校

（３位）
（４位）
（４位）
（６位）
（１位）
（２位）
（５位）
（６位）
（７位）
（２位）

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

２部
残留
２部
残留
３部
残留
３部
残留
３部 昇格
３部 昇格
４部
残留
４部
残留
４部
残留
４部 昇格

２０１１兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５

尼崎からの参加は４チーム。すでにリーグ戦が開始され
ています。尼崎市内での開催もあります。応援よろしくお
明倫VS長坂中（聖ﾄﾏｽ大G）
願いします。

尼崎東ミュートス・・・２部Ａ（昨年１部から降
格）
・尼崎ＦＣ
・・・２部Ｂ（昨年２部６位
変更なし）長洲ＳＣ
・・・２部Ｂ（昨年３部優勝
し昇格） 明倫クラブ
・・・３部Ａ（昨年３部４位
変更なし）
Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。
4月４日開幕予定。
Ⅱ
Ⅱ部開幕戦
部「尼崎サッカー愛好会」
尼崎ｻｯｶｰ愛好会２－１明石ＦＣ
４月４日開幕予定。

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２３年（2011年）尼崎サッカー協会

新年会

開催！

１月１５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１３５名ものサッカー関係者で埋め尽くされました。 尼崎サッカー協会 師田会長の挨
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、尼崎南ライオンズクラブ、ヤンマーOB会、
（株）ニチレク）のご臨席頂きました。中谷理事長による乾杯のご発声で開宴。今回はゲストに尼崎出身でサッカー選
手もであるミュージシャン「下村 隼人さん♪」をお招きして素敵な唄を聴かせてくれました。またビンゴゲームによ
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。最後まで懇親会では種別を超えた輪が広がっていました。
総務委員会より

芝林 教育次長

ビンゴゲーム

ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ下村 隼人さん

第２２回 少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ
閉幕しました。
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１３日（日）ベイコ
ム競技場で１５チームが参加し開催さ
れました。 優勝 ＦＣコンパニェロ、
準優勝 園田ＪＣＳでした。当日の試
合の模様はBaycomで４月１８／１９／
２５／２６日に放映されます。是非ご
覧下さい。
４種委員会より

優勝

ｴﾚﾒﾝﾂ

エレメンツ尼崎

VS

第２０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 ２２回大会は、２月２７日（日）ベイ
コム総合体育館・格技場で閉会式を迎えました。
当日は会場周辺に献血車を配置し、献血活動を推
進いたしました。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

あましん杯少年ｻｯｶｰ大会

尼崎予選

２月２０日（日）魚つりグランドにて、第２０回あましん杯尼崎予選が行
われました。今回は尼崎信用金庫９０周年の記念大会となり、各地区から３
チームの参加枠となり３位決定戦まで行われました。まず準決勝第一試合は
エレメンツ尼崎０－０（ＰＫ４－３）ＦＣコンパニェロ、第二試合は尼崎南
５－０園田ＪＳＣ。そして３位決定戦は、ＦＣコンパニェロ０－１園田ＪＳ
Ｃとなりこの３チームが４月２３・２４日開催の阪神大会に進出します。
（決勝戦はエレメンツ尼崎１－０尼崎南ＳＣ）
４種委員会より

ｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ

尼崎南 VS

園田JSC

平成２２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）
ＪＵＳＴ

ＭＥＥＴ

武庫荘総合高校

優勝

第４５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３月２０日ベ
イコム競技場にて、JUST MEETと
FC FIREが対戦。結果は４－２で
ＪＵＳＴ ＭＥＥＴが優勝しました。

平成２２年度 尼崎市高校生秋
季大会は、３月６日スタート。３
月２７日の決勝戦は武庫荘総合高
校と尼崎小田高校が対戦。試合結
果は２－１で武庫荘総合高校の優
勝でした。
２種委員会より

社会人委員会より

ﾚﾃﾞｨｰｽ 第１８回秋季大会
塚口AFC

VS武庫之荘ｸﾞﾘｰﾝ

長洲ハナコ

優勝

優勝

今回の大会は最終節の２月２７日まで
優勝争いがもつれた接戦でした。
１位 長洲ハナコ
２位 塚口ＡＦＣ
３位 武庫之荘グリーン
４位 明倫マミーゴ
５位 武庫バレンシア 女子委員会より

シニア秋季リーグ

オズシニア優勝

第１０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位オズシニア
２位パウリスタ
３位県武庫之荘
シニア委員会より

平成２３年度 尼崎サッカー協会定時総会 ６月４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

東北地方太平洋沖地震の影響で、各大会日程は変更になる可能性があります。ご了解願います。
サッカー４級審判

第２０回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会
９０周年記念大会のお知らせ

＊日時 ５月２９日（日）１３：００～

今年は尼崎信用金庫９０周年記念大会として開催されます。
地区代表枠は従来から１チーム多い３チームとなり１８チームが
集結し、４月２３日（土）・２４日（日）ベイコム競技場で開催
されます。尼崎からは、エレメンツ尼崎、尼崎南ＳＣと園田ＪＳ
Ｃが参加します。
４種委員会より

第３５回全日本少年サッカー大会
尼崎予選のお知らせ

＊会場 ベイコム総合体育館
＊申し込み、

審判委員会より

兵庫県社会人サッカートーナメントは、４月から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。大阪チタニウムテクノロジーズ（４／１０）
尼北クラブ （５／１５）
ヤンマー尼崎と尼崎サッカー愛好会は、４回戦か
らの予定です。
社会人委員会より

第２６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7回兵庫県マスターズ（O-40）(O-50)大会
ｉｎ淡路佐野のお知らせ
４月１７日・２４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）と（５０歳以上）の交流戦が開催さ
れます。今年も活躍に期待してください。
シニア委員会より

第５回

THE

第２６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

第８回兵庫県クラブユースサッカーリーグ 報告
（Ｕ－１７）大会の結果

報告

尼崎協会所属の・社会人リーグ優
勝のFC BULLETS・県リーグ1部ﾔﾝ
ﾏｰ尼崎・2部尼崎ｻｯｶｰ愛好会に２種高
校選抜加えた4チームにより競技力向
上を目差した交流戦が、3月27日ベイ
コム競技場で開催されました。。

地下研修室
から。

第14回 兵庫県社会人サッカーﾄｰﾅﾒﾝﾄまもなく

小学生世代の日本一競う第３５回全日本少年サッカー大会尼崎
予選は５月上旬から５月８日（予定）で開催されます。
本年度から８人制へ移行となります。優勝チームは、６月に
姫路で開催予定の県大会へ出場します。
４種委員会より

尼崎種別交流

新規講習会のお知らせ

高校選抜VS

FOOTBOALL

Ｕ－１７世代のクラブユースのリーグ戦が兵庫県下から４チームが
参加して ２月２６日～３月６日開催されました。
尼崎からは明倫クラブが参加し、２勝１敗の結果で、２位でした。
（明倫２－１エストレラ、明倫５－１セイヤ、
明倫１－４ヴィッセル神戸）
２種委員会より

FCBULLETS

CONFERENCE HYOGO

報告
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尼崎サッカー協会
シニア委員長 津田

40

「尼崎シニアリーグ」

このたび、３月 日午後２時 分、
東日本大震災が発生しました。『日本が
１つの チーム』のメッセージに答え、
今何が出来るか、これから何がやり続け
られるか、皆で考え、ピンチの時こそ、
「ニッポンニッポン」と鼓舞し、行動を
起こしま しょう。
さて、本題の尼崎シニアリーグに話を移
しますと、 歳以上の選手が所属チーム
の垣根を越え、シニアリーグを立ち上げ
てはや 年が経ちます。『ケガをしない、
ケガをさせない、生涯サッカー選手』を
コンセプトに、現在、登録チーム８、登
録選手１９４名になり、 歳を越える選
手が 名もおられます。尼崎市主催の
歳以上による市民スポーツ祭、市長旗兼
選手権大会、 歳以上によるあまがさき
マスターズ大会。春には淡路佐野運動公
園サッカー場にて、県主催マスターズ
・ 大会、秋にはホームズスタジアム
にて、 ・ のフットサル大会と盛りだ
くさんの活動を行っています。少子化の
現代、確実にシニア世代が増えていきま
す。『この歳で』と思われず、あなたも
楽しいシニアサッカーに参加してみては
いかがでしょうか。

クラマー氏の名言、『サッカーはこど
もを大人に、大人を紳士にする』と、私
は、『サッカーはシニアを少年にする』
の一言を加えておきたいと思います。

２０１１年１月２２日（土）神戸市しあわせの村にて指導者を対象にしました
第５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、審判との連携などの分科
会では、身近な問題点を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。

