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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

hｔｔｐ：//www．amagasaki-fa．com/

第４３回 尼崎サッカーカーニバル
１０月９日（日）開催！
兵庫サッカーデーin尼崎

第４３回尼崎サッカーカーニバルは、１０月９日（日）ベイコム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３１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
The３１th中学１年生フットサル全国選抜大会
８月６日（土）７日（日）ベイコム総合体育館に
て、全国各地域より１２チームをお迎えしたこの大
会は、東京から参加のＬＡＲＧＯ．ＦＣの優勝で無
事終了しました。 今年も初日開会式直後には 東
ロータリークラブ様のご好意により、Ｆリーグから
２チーム「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、親善試合、そし
て両チームによるスピーディーなトレーニングマッ
チを間近で見ました。この大会は今年で３１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
ブの浜田義夫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
シュライカー大阪・デウソン神戸

連日お手伝いいただきました、
オフィシャルの方々

毎年差し入れされている
バナナの存在ご存知でした
でしょうか？尼シニアの皆さん
のご好意で全チームへ２日間
バナナが届けられています。

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３４回尼崎秋季少年サッカー大会

兼 第４４回 兵庫県少年サッカー大会 尼崎地区予選

代表決定！６年以下（U-12）若葉ＦＣ･４年以下（U-10）明倫クラブ

４年優勝

明倫クラブ

９月初旬にスタートしたこの大会。9月25日大物Ｇでの６年生の部決勝は若
葉ＦＣ１－０大庄ＳＣで、若葉ＦＣが優勝。23日４年生の部決勝は、明倫クラ
ブ３－３園田ＪＳＣ、延長も０－０、ＰＫ方式では４－２で明倫クラブの勝利。
この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月上旬て開催予定の第４４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

第３８回尼崎市秋季中学生サッカー大会
長洲ＳＣと若草中が尼崎代表に決定！

長洲SCｖｓアザーレア三田

兼

阪神地区予選は8月８日から一次リーグが、２５日からは２
次リーグがスタート。市内８チームが参加しました。勝ち抜
いた尼崎北・市尼崎・尼崎小田が地区予選トーナメントへ進
出、最終 市立尼崎高校が、兵庫県高等学校サッカー選手権
県大会へ進出します。
２種委員会より

若葉ＦＣ

第４５回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

９月４日スタートした市内予選は、２２チームによるトーナメント。若草中
学校で行われた準決勝第一試合は小田南中 ２（ＰＫ３－４）２ 長洲ＳＣ。
準決勝第二試合 ミュートス０－２若草中。決勝戦は、長洲ＳＣ６－０若草中、
の結果でした。上位２チームは第４５回兵庫県中学生（Ｕ－１５）サッカー選
手権大会に出場。県大会上位４チームには「高円宮杯第２３回全日本ユース(Ｕ
－１５）サッカー選手権大会・関西大会予選、出場資格が与えられます。
（県大会２５日１回戦の速報。長洲ＳＣ０－３アザーレア三田、
若草中学校３－１太山寺中の結果でした。写真は県大会より） 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

６年優勝

若草中ｖｓ太山寺中

第９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９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、９月４日初戦京都ラランジャに８－０
で快勝。９月末までに残り、センアーノ神戸、ディアブロッサ高田、
Ｍセリオと対戦。各ブロックの上位３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。
クラブユース担当より

バーモンドカップ第２１回全日本少年フットサル 県大会10月15日（土）・23日（日）
尼崎代表は「FCコンパニェロ」と「尼崎南ＳＣ」
尼崎予選は７月１６日（土）ベイコム総合体育館で開催されました。一次リーグを勝ち抜いた１０チームで決勝トーナメントを実施。
準決勝第一試合 尼崎南ＳＣ１-０クリアティーバ尼崎Ａ、準決勝第二試合ＦＣコンパニェロ５－１若葉ＦＣ。決勝戦は、FCコンパニェロ
が１－０で尼崎南ＳＣを破り優勝。決勝カードの２チームが県大会へ進出します。県大会は１０月１５日（土）高砂、２３日（日）は
地元尼崎で開催されます。（ベイコム総合体育館）
フットサル委員会より

第18回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権 兵庫県大会

第14回兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

ヤンマー尼崎 ５回戦進出

尼崎サッカー愛好会 惜敗
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２１
日（日）三木防災Ｇでの準決勝で
西宮代表の「ディオス１９９５」に
１－６で敗れました。

今年は尼崎から4チーム参加。ヤンマー尼崎のみ5回戦へ進出（来年1月
22日）。のこり3チームの最終戦結果は 以下のとおりです。
大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ０－５ 高砂ﾐﾈｲﾛ
（３回戦）
尼崎ｻｯｶｰ愛好会
１－２ 日本触媒姫路（３回戦）
尼北クラブ
棄権負 ＦＣ西宮
（２回戦）
１種・社会人委員会より

１種・社会人委員会より

兵庫県ﾕｰｽｻｯｶｰＵ１８ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ
2010-2011 市尼崎 １２位で終了

県リーグ戦情報

2010-2011 県Ｕ１８トップリーグは１６チームによる総当
りリーグで開催。市立尼崎高校は、５勝１分９負で、１２位。
１０月８日（土）残留をかけて 飾磨高校と対戦します。
（姫路球スポにて）

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。 （前号で既報）
２部Ａ：尼崎東ミュートス
２部Ｂ：尼崎ＦＣ
２部Ｂ 長洲ＳＣ
３部Ａ：明倫クラブ

６位（２部残留）
３位（２部残留）
１０位（３部降格）
６位（３部残留）

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」。 後期ホームゲーム・・・（会場は１０月３０日以外はすべてヤンマーＧ）
９月１１日、１８日、１０月９日、３０日、１１月１３日。
Ⅱ部「尼崎サッカー愛好会」後期
ホームゲーム・・・
９
月２５日（西宮浜）、１０月１６日（姫路球スポ）、２３日（播磨光都）

尼崎・女子特集！
今回は、尼崎サッカー協会女子委員会に所属している６チームを紹介いたします。今年はなでしこの活躍で
女子サッカーも注目されていますが、１９８０年代から尼崎ではのママさんチームの活動を開始しています。
どのチームも初心者大歓迎！サッカーで広がる輪を楽しみませんか。
『ママさんの試合には18歳以上で、出産・育児経験のある方、または30歳以上の方が参加できます。』

プリマベーラ塚口

武庫之荘グリーン

長洲ハナコ

子供と同じ気持ちでボールを蹴る。
楽しさを感じながら仲良く、時には
熱く燃えるサッカーをしている、プ
リティーママさんチームです。
（塚口ＡＦＣよりチーム名変更）

創立してだいたい２６年。只今１６名で頑
張っています。ヤンマーグランドがホーム
なのですが、練習はあんまり・・・。でも
試合になるとみんな気合だけは十分・お
しゃべりもたっぷり・それが楽しいのか
も！

明倫マミーゴ

毎週金曜日の午後７時から立花西
小学校で練習しています。
熟年と若手で仲良くボールを蹴って
いい汗かいてます。
この中にバァバが５人！さてだあ
れ？

太陽南塚バンビーナ

武庫バレンシア

現在のチーム構成は、５０代３人
４０代７人・３０代５人 計１５名！
年代はさまざまですが集まれば 色々な
話で盛り上がりながらサッカーを楽しん
でいるチームです。

女子委員会より

今年の春に結成した、
太陽南塚バンビーナです。
者ばかりですが みんなで
カーを楽しんでいます。
しくお願いします。

サッカー１番、家庭は２番（？）
ボールを持ったら帰れません。
今日のごはんはレトルトよ！
明日の仕事は休みます。
（バレンシア語録）

初心
サッ
よろ

第６１回 尼崎市民スポーツ祭 各種別の試合 結果・途中経過
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・途中経過をご紹介いたします。
優勝
ママさんの部
シニアの部
一般の部

準優勝

ベスト４

ベスト４

ママさんの最終戦は、１０月２３日（日）サブグランドに開催され、順位が決定します。
市役所・チタニウム

オズシニア

決勝戦10月9日開催 「武庫川同好会VS ＦＣ ＢＲＥＥＺＥ」

パウリスタ

県武庫荘ＯＢ

ＦＣ アシスト

ガウショ尼崎

２０１１尼崎フェアプレー受賞チーム紹介
少年の部

中学生の部

高校生の部

社会人の部

ママの部

シニアの部

浦風ＦＣ

園田中学校

尼崎稲園高校

尼北クラブ

（日程終了後決
定）

リサイクルズ

春季尼崎少年サッカー大会 Ｕ－１２終了しました。
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の出場機会の少なかった選手中心にこの大会は
設立されました。５月から１６チーム、４ブロックによるリーグ戦を
行い、その後８チームによる決勝トーナメント方式での行われました。
９月４日（日）台風の影響も心配されましたが、ベイコム陸上競技場
で最終日を迎えました。 準決勝第一試合 尼崎南ＳＣ ３－０ Ｆ
尼崎南SC（赤）vsFCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ
Ｃコンパニェロ。準決勝第二試合 長洲ＳＣ１－１(PK3-0)園田ＪＳＣ。
決勝戦 尼崎南 １－０ 長洲ＳＣの 結果でした。皆様のご声援あ
４種委員会より
りがとうございました。

尼崎社会人フットサル大会２０１１
８月６日（土）７日（日）とベイコム総合体育館にて夕方から１０チームが参加して開催
されました、尼崎社会人フットサル大会。 今年の優勝は神崎高級工機、２位 尼北クラブ、
３位 日本スピンドルサッカー部の結果でした。
フットサル委員会より

長洲SC（白）vs 園田JSC

尼崎キッズ・レディースデー

１０月１６日（日）開催

今年で４回目を迎える尼崎キッズ・レディースデー。秋の気配が感じられる１０月１６日（日）ベイコム陸上競技場
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

「成長期スポーツ障害への対応」 １０月２６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、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。
◆１０月２６日 水曜日１９：００～２０：３０
◆ベイコム総合体育館地下１Ｆ研修室（０６－６４８９－２０２７）

医事委員会より

皆様による献血活動に対して感謝状をいただきました。
平成２３年度 兵庫県献血功労感謝のつどいが、８月２５日兵庫
県公館にて行われ、尼崎サッカー協会に日本赤十字社功労感謝状
が伝達されました。今回の感謝状は尼崎サッカー協会所属のチー
ム・選手コーチならびに関係者のご家族や友人などによる長年の
献血活動への貢献が評価されました事をご報告いたします。

「学年別友好リーグ まもなく 開幕！
第２３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、
今年も１１月から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。 ４種委員会より

ﾏｽﾀｰｽﾞ2011ｲﾝあまがさき選手権
11月20日開催
第１１回目を迎えるこの大会は、１１月２０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

Fリーグ2011 １２月４日（日）尼崎で開催

2011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

デウソン神戸のホームゲームとして開催。対戦相手は、
湘南ベルマーレ。２年ぶりに尼崎にFリーグが帰ってきま
した。スピードーあふれるスリリングなフットサルを目
の前で体験しよう！チケットのお問合せは、デウソン神
戸ＨＰまで。
フットサル委員会

１０月１０日（祝・月）ベイコム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

サッカー４級審判 新規・更新講習日程
２０１１年度の新規 及び 継続講習会は下記の日程でベイコム総合体育館 地下研修室にて開催されます。
ふるって受講よろしくお願いいたします。 ・２０１２年 ２月１２日（日）、 ３月 ６日（日）
審判委員会より

蹴球尼崎

規律委員長
橋本
浩二

「中学１年生フットサル全国選抜大会」

尼崎サッカー協会
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この度の東日本大震災で被災された全ての皆
さまに、心よりお見舞い申し上げます。

尼崎サッカー協会はフットサルのパイオニアで
あると思います。始めに「体育館の中でサッカー
をする」という事は県内でも始めてのことだと思
います。これを取り入れた現師田会長に先見の目
があったと思います。 その後国際サロンフット
ボール大会が行われ尼崎市体育館で開催され、当
時珍しいということで早朝のテレビで取り上げら
れるなどミニサッカーが浸透してきました。その
後、セルジオ越後氏から現師田会長に中学一年生
全国大会の開催を要望され、第一回目は小田南中
学校の体育館で行われました。始めはサロンフッ
トボールの名称で始まり、ボールは現在のボール
より周りが小さく、硬く弾まないボールでした。
その後ファイブ・ア・サイド・フットボールとな
り、１９９４年ＦＩＦＡにより統一されフットサ
ルに定着しました。
第一回より本年 回を開催しましたが、その長い
年月の間には色々なことがありました。小田南中
学校の体育館から尼崎体育館に変わり、体育館が
立替の時には青少年センターの体育館を借り、現
在はベイコム総合体育館を使用させていただいて
います。社会人もこのフットサル大会を取り入れ
現在で 年位続けています。今でも県内の体育館
でフットサルのコートが出来るようにセットされ
ているのは尼崎だけです。この様な立派な施設を
利用し、これからも発展させ、やはり尼崎がパイ
オニアであるという事を示していきたいとおもい
ます。小さなコートでの速いパス、動きの速さ、
周りを見る練習をすることで、大きなピッチでの
サッカーに生きてきます。皆さんもフットサルを
やってみては？
最後に女子なでしこのオリンピックでの活躍、Ａ
代表のワールドカップ出場を願っています。
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