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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２３年６月４日（土）１５：００より ベイコム総合体育館地下研修室にて、平成２３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５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２２年度 事業報告
３．平成２３年度 事業計画（案）

２．平成２２年度決算報告
３．平成２３･２４年度役員改選
４．平成２３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。

２３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６１回尼崎市民スポーツ祭
８月
第３１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
10月９日
第４３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）
10月16日
第４回尼崎キッズ・レディースデー10月26日
医事講習会
11月20日
マスターズ大会
11月～2月..
第23回尼崎少年学年別友好ﾘｰｸﾞ
１月
理事長杯中学１年生大会

（２）関連行事
５月
５月 他
７月
７月
８月6-7日..
８月
10月
11月
12月～３月
１月
２月
２月
２月～３月
３月

第３５回全日本少年大会尼崎予選
審判講習会
全日本少年フットサル大会尼崎予選
夏季県民大会サッカー競技(U-17)
第１７回社会人フットサル
兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞ(U-15)
第４５回兵庫県中学生U15ｻｯｶｰ選手権
第１８回関西小学生大会尼崎予選
尼リーグ（中学生）
冬季県民大会サッカー競技（U-16)
第４２回兵庫県社会人都市対抗大会
第３４回兵庫県都市対抗選抜少年大会
兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞ(U-13)
ベイコムＵ－９大会

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。 さて尼崎所属チームの活躍
は・・・

第17回全日本ﾕｰｽ（U-15）フットサル 兵庫大会 小田南中学校 準優勝！
第１７回全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル兵庫県大会の尼崎予選は、５月２２日土曜
日 小田南中学校体育館にて５年ぶりに開催（過去４年間はエントリーが１チームのため予
選無し）。小田南中学校と尼崎ＦＣＪｒの対戦は、尼崎ＦＣＪｒが先制するも最終６－２で
小田南中学校が優勝し、県大会へ。
県大会は６月１８日土曜日高砂市総合体育館で開催。予選リーグＢブロックでは、ＡＺＡ
ＬＥＡ三田、フォルテ新宮ＦＣ、神野ＳＣ－Ｂにすべて勝利。準決勝では、淡路ＦＣに１３
－１で快勝。決勝戦は西宮ＳＳと対戦し善戦しましたが２－５で準優勝でした。
（優勝チームのみ関西大会へ出場。９月１９日京都府立体育館で開催予定。）
フットサル委員会

尼崎予選小田南６－２尼崎ＦＣＪｒ

全日本少年サッカー大会兵庫県大会
エレメンツ尼崎 ２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でエレメンツ尼崎が優勝し県
大会へ。６月１１日（土）姫路球
技スポーツセンターでの１回戦、
三樹平田に２－０で快勝。２回戦
は西宮ＳＣに０－６で敗退しまし
た。

5月２日から始まりまし
た平成2３年度全国高等学
校総体兵庫県予選には尼崎
市内からは、８チームが参
加。各チーム健闘しました。
尼崎北高校がベスト１６へ
進出、ベスト８をかけた試
合は関学に０－２で敗退し
ました。
尼崎予選決勝

４種委員会より

兵庫県高等学校総合体育大会ｻｯｶｰ競技
尼崎北高等学校 健闘！

表彰式

２種委員会より

中学総体 小田南中 阪神３位

第１４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に尼崎から４チームが参加。
途中経過は次の通りです。（最終成績のみ）
４回戦

：

ヤンマー尼崎

４－０

日本触媒姫路

３回戦

：

尼崎サッカー愛好会

１－２

日本触媒姫路

３回戦

：

大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ０－５

高砂ミネイロ

２回戦

：

尼北クラブ

（棄権負け）ＦＣ西宮

（５回戦
ヤンマー尼崎ＶＳ神戸ＦＣシニアＢの日程は、
来年１月２２日（日）三木防災にて予定）
１種・社会人委員会より

４回戦
尼崎北高校（赤）２－０六甲

（第６５回尼崎市中学校総合体育大会）
７月２日にスタートした市内予選は、
１５チームによるトーナメントで行われま
した。７月１０日（日）ベイコム記念陸上
競技場で３位決定戦は接戦の末 若草中３
－２尼崎朝鮮初中級学校。決勝戦は大庄北
中が小田南中を５－２で勝利しました。上
位３チームが７月２１日から開催の阪神大
会へ。阪神大会では小田南中が準決勝で関
西学院と対戦。１－１、延長０－０、ＰＫ
１－４で惜しくも敗退し、県大会進出はな
りませんでした。
（若草中１－０伊丹東、若草中０－４小田 尼崎予選優勝の大庄北中
南）（大庄北２－３宝塚第一）
３種委員会より

県リーグ戦情報

２０１１兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ１５

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
２０１０－２０１１
県Ｕ１８トップリーグは１６チーム総当りで実施されました。
市立尼崎高校は、５勝１分９負で、１２位の結果でした。

兵庫県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

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。
２部Ａ：尼崎東ミュートス
６位（２部残留）
２部Ｂ：尼崎ＦＣ
３位（２部残留）
２部Ｂ 長洲ＳＣ
１０位（３部降格）
３部Ａ：明倫クラブ
６位（３部残留）

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。

前期５勝１分け４敗 勝ち点１６で、６位。

Ⅱ部「尼崎サッカー愛好会」 前期４勝１分け４敗 勝ち点１３で、６位。

尼崎サッカー情報！
尼崎フェアープレー賞（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

第６１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２４日（日）ベイコム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

FCコンパニェロ

明倫クラブ

塚口AFCJr

長洲SC

小学５年生の部

FCコンパニェロ

長洲SC

エレメンツ尼崎

尼崎南SC

小学６年生の部

エレメンツ尼崎

塚口AFCJr

尼崎南SC

園田JSC

中学生の部

小田南中学校

尼崎FCJｒ

尼崎東ミュートス

長洲SC

高校生の部

尼崎北高等学校

尼崎稲園高等学校

尼崎双星高等学校

市立尼崎高等学校

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月には順位が決定する予定です。

シニアの部
一般の部

７月１０日 ベスト８が出揃っています。準々決勝は８月２１日（日）予定です。

平成23年度 第８回 兵庫県マスターズ（４０）（５０）サッカー大会
平成23年度（第７回）兵庫県マスターズ（４０）（５０）が4月17日･24
日と淡路佐野運動公園にて開催されました。両日とも尼崎チームメンバー
は元気に走り回っていました。
4月17日（日）

4月24日（日）

尼崎５０
尼崎４０
尼崎４０
尼崎５０
尼崎５０
尼崎４０
尼崎５０
尼崎４０

３－０
１－３
１－２
３－０
０－２
０－０
５－４
０－０

姫路
東播
芦屋
姫路
西宮
淡路
芦屋
北播

（得点／児玉２ 南本1）
（得点／伯井1）
（得点／松本1）
（得点／児玉１）
PK2-0勝ち
（得点南本3 南１
PK2-3負け

児玉１）

シニア委員会

第21回 全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 尼崎予選 FCコンパニェロ・尼崎南SC 県大会へ
７月１６日（土）ベイコム総合体育館にて開催されました、全日本フットサル大会 尼崎予選は、４ブロック１４
チームが参加して開催されました。予選ラウンドから勝ちあがった１０チームによる決勝トーナメントは、１点を争う
好ゲームが多く繰り広げられました。今回は県大会の会場が尼崎になることもあり、２チームが県大会枠を競いました。
準決勝第一試合は、尼崎南SC１－０尼崎FC・A、準決勝第二試合は、FCコンパニェロ５－１若葉FC。この２チームが県
大会出場となりました。決勝戦はFCコンパニェロ１－０尼崎南FCでした。地元尼崎で開催の県大会でのご声援よろしく
お願いします。
フットサル委員会

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３５回 Ｕ－１８ 関西予選
明倫クラブ 予選Ｂブロック
３位（２勝２敗）
ﾉｯｸｱｳﾄﾗｳﾝﾄﾞ１回戦
明倫１－２ センアーノ神戸

第２６回 Ｕ－１５ 兵庫予選
長洲ＳＣ
ミュートス
尼崎ＦＣ
立花
リゲル
明倫クラブ

２次ﾘｰｸﾞ敗退.
２次ﾘｰｸﾞ敗退
１次ﾘｰｸﾞ敗退
１次ﾘｰｸﾞ敗退
１次ﾘｰｸﾞ敗退
１次ﾘｰｸﾞ敗退.

Ｄ組
Ｂ組
ｅ組
ｈ組
ｇ組
ｂ組

３位
４位
３位
４位
４位
４位

（１勝２敗）
（０勝３敗）
（２勝２敗）
（１勝３敗）
（１勝３敗）
（１勝３敗）

尼崎東ロータリークラブ杯 The３１th中学１年生フットサル全国選抜大会 開催！！
８月６日と８月７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３１回目を迎えます。
今年も初日８月６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」がおこしになりフットサルクリニックを開催。ご期待下さい。
フットサル委員会より

２０１１年８月６日（土）・８月７日（日）ベイコム総合体育館にて

第４３回 尼崎サッカーカーニバル １０月 ９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９日（日）ベイコム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

医事講習会 １０月２６日（水）
計画中 ！！

第４回 尼崎ｷｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
計画中！

今年は従来より2週間はやい、10月に開催予定です。
兵庫県立加古川医療センター リハビリテーション科
柳田 博美部長による「成長期スポーツ障害への対
応」という講義内容です。奮ってご参加下さい！
医事委員会より

春季尼崎少年サッカー大会 開催中
４種のサッカーが、１１人制から８人制へ本格的に移行
しています。この状況から各チーム選手の出場機会を増や
す目的で今年からこの大会が設立されました。市民スポー
ツ祭参加チームを基本とする公式戦です。１６チーム、４
ブロックによるリーグ戦を終え、決勝トーナメント ベス
ト４まで消化。決勝は９月の予定です。
４種務委員会より

第７回 兵庫県トレセン

選抜

チャンピオンリーグＵ－１５
毎年夏恒例の都市協会Ｕ－１５選抜チームによるリー
グ戦が播磨光都で８月１～３日に開催されます。尼崎選
抜はＤブロックで、丹有。明石・北播と対戦します。

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、一昨年から変わりました。
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。
（

詳細は県協会HPまで。）
審判委員会より

県民大会 夏季

Ｕ－１７

７月１７・１８日三木防災
公園にて開催されました県民
大会。６－１明石、２－１丹
有、１－１神戸東、１－３東
播磨 勝ち点７の結果したが、
１部昇格ならず、２部残留と
なりました。

選抜

２種委員会より

蹴球尼崎

「尼崎との出会い 」

尼崎サッカー協会

副理事長兼一種委員長 稲田 洋一

入社二年目の昭和五五年（一九八一
年）に会社にサッカー部が誕生しました。
当時は仕入先や得意先との交流が主体で
クラブ活動とは程遠いものであったと思
います。そんな活動であっても面倒を見
てくれていた上司が尼崎にサッカー協会
があることを調べてくれて、一年間運営
委員会に参加をしそのひつこさ（熱心
さ）に当時の師田理事長が加盟を認めて
くれました。
チーム加盟は平成元年で活動が休止にな
り廃部となるまでの十三年間を、サッ
カー部として福利厚生の一環としての意
味のある活動ができました。試合では結
果に一喜一憂し、又、多くの方との出会
いがあり、チームも可愛がってもらいま
した。もし尼崎でサッカーをしていなけ
ればＪリーグ発足や男子Ｗ杯出場、女子
Ｗ杯優勝なども 全く興味のない出来事
になっていたことでしょう。

来 年 に 尼 崎 サッ カー 協会 六十 五 年を 迎
え 大 切 な 今 年 度 に 副 理 事 長を 拝 命 いた し
ま した 。 こ れ か ら は 主 た る活 動の 一 種委
員会を 中 心に 協会 加 盟 全 種 別が 「 楽 し い
サッ カー 」を するた め には を念頭におい
て 二 年 後 に 協 会 役 員の 一 員 と して 携 わ っ
てきた二十年間の感謝をあらわしたい。

尼 崎 は 尼 崎 の 出 来 るこ と を し っか り 進 め
ましょう。

女子Ｗ杯日本 代表優勝 おめで とうござ い
ます。

３種委員会より

今年も尼崎キッズ・レディースﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙを１０月１６日（日）に計画し
ています。詳細は次号でご紹介します。

