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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。
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第５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２５７名・レディース７５集合！

キッズ準備室・女子委員会より

第5回 キッズレディースフェスティバルin尼崎が、11月3日（土祝）快晴のベイコム陸上競技場で開催され
ました。5回目を迎えたこのイベント、年々参加者が増えており、今回は２７５名の子供さんの参加がありま
した。このイベントでは人気のサッカー協会手作りキックターゲットに加え今回は、サッカーボールを使って
のボーリングやだるま落とし、ヘディングコーナーなども登場。中学生からママさん、パパさんまでのお手伝
いスタッフが担当して盛り上げて下さいました。キッズリーダーの皆さん、お手伝いスタッフの皆さんの力で
無事イベントも盛況に終えることができました。たくさんのご参加ありがとうございました。

第４４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４４回
尼崎サッカーカーニバルが秋晴れの中１０月１
４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。一般社
団法人兵庫県サッカー協会 稲垣会長も駆けつ
けるなか、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（社会人）。また午後からは市ス
ポ社会人決勝を始め、多くのゲームで交流を深
めました。

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。

市立尼崎

ベスト４

FCコンパニェロ（U-10) 準優勝

平成２４年度兵庫県高等学校サッカー選手権大会

第2回Ｕ－１０フットサル大会兵庫県大会

第９１回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県予選を兼ねる
この大会は、県下予選より４８チームが参加。２回戦から登場の
市立尼崎は、２－０小野、４回戦 ３－０芦屋と順調に勝ちあが
り、準決勝では神戸弘陵と対戦。善戦しましたが１－７で敗れま
した。ご声援ありがとうございました。
２種委員会より

今年から開設されましたこの大会。尼崎予選は、１０月２０－２１
日尼崎スポーツの森で開催。決勝はＦＣコンパニェロ３－１塚口ＡＦ
ＣＪｒ。県大会は、12月16日（日）セレゾン６-ａｉフットサルク
ラブで開催。予選リーグＦ組、2次リーグとも１位で突破。準決勝ボ
アソルチFCを５－２。決勝は兵庫フットボールクラブと対戦、粘り
ましたが２－５の結果でした。
フットサル委員会より

エレメンツ尼崎（Ｕ－１２）・FCコンパニェロ（U-10)･初戦敗退
第４回関西スーパーカップ

エレメンツ尼崎（青）

第４５回 兵庫県少年サッカー大会兵庫県大会

尼崎秋季大会を勝ち抜いた両チームは、11月17日（土）但馬ドーム
で開催されました。U-12代表のエレメンツ尼崎は、冷たい雨が降りし
きる芝生グランドで、明石代表の江井島イレブンと対戦。ボールを支配
するも０－３で敗退しました。 U-10代表のFCコンパニェロは、但馬
ドーム内で、神戸第一代表の東舞子サッカークラブと対戦。先制しまし
たが１－４で敗退しました。
４種委員会より
多くのご声援ありがとうございました。

FCコンパニェロ

「尼崎南ＳＣ」「園田ＪＳＣ.A」県大会の結果です。
バーモンドカップ第２２回全日本少年フットサル 兵庫県予選
１０月２０日（土）ベイコム総合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
リーグ。尼崎第一代表の尼崎南ＳＣは、１次リーグEグループで１勝２敗で、予選リーグ敗退。２次
ＦＣ大阪戦キックオフ前のヤンマー尼崎
リーグへは進出できませんでした。尼崎第二代表の園田ＪＳＣはＤグループ１勝１分１敗で２次
10月20日(土)ﾍﾞｲｺﾑ体育館
リーグ進出。２１日（日）高砂市総合体育館での２次リーグでは２敗の結果でした。
フットサル委員会より

尼北クラブ 初戦 敗退
平成２４年度都市リーグ決勝大会
１３都市協会管轄の社会人リーグ戦より選出された計１６チームが
集結した平成２４年（２０１２年）兵庫県下社会人都市リーグ決勝大
会。尼崎からは尼北クラブが参加。１１月４日（日）播磨光都での１
回戦 神戸市第二代表のレッドスターと対戦。０－５のスコアーで敗
退しました。
１種・社会人委員会より

第１０回関西ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ地域ﾘｰｸﾞ(U-18)
関西各地域で第１０回関西クラブユース地域リーグＵ－１８が終
了しました。Ｂブロックの明倫クラブは、２勝１分２敗勝ち点７で
大阪狭山と並びましたが、得失点差で４位となり、決勝トーナメン
ト進出はなりませんでした。（１０月８日最終戦は、１１－０ララ
ンジャの結果でした。）
クラブユース担当より

県リーグ戦情報

２０１２兵庫県ルーキーリーグＵ－１３

尼崎東ミュートス ： １部 （10チーム）
尼崎から４チームが参加したこのリーグは、Ｕ－１３世代での拮 南武庫之荘中学校 ： ３部Ａ（11チーム）
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 明倫クラブ
： ３部Ａ（11チーム）
の各チームの途中経過をお知らせします。 （１２月１５日現在） 尼崎ＦＣ
： ３部Ａ（11チーム）

高円宮杯 Ｕ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１２ 県リーグ
Ｕ１８県リーグ２部（１０チーム２回戦総当り）に参加の市立
尼崎高校は、全日程を終了して５位（９勝３分６敗・勝点３０）
の成績でした。（同大会・阪神リーグも実施中）

兵庫県社会人
サッカーリーグ

（1勝1分7敗）
（0勝2分8敗）
（3勝0分5敗）
（7勝0分1敗）

２０１３兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５
２０１３兵庫県トップリーグＵ－１５が１月から始まります。
今年も尼崎から４チームが参加する、ブロックが決まりました。
応援よろしくお願いします。
２部Ｂ：尼崎東ミュートス
３部Ｃ：尼崎ＦＣ
３部Ｃ 明倫クラブ
３部Ｃ：長洲ＳＣ

平成２４年度（２０１２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 ４位 (勝ち点３６ ）
Ⅱ部 「尼崎サッカー愛好会」
通期成績 ９位 （勝ち点 ９ ）

尼崎のサッカー情報！
第１４回マスターズ2012ｉｎあまがさき選手権 兼第４回ネルソンカップ１１月１８日
第１４回目を迎えるこの大会は冷たい風が吹く中 １１月１８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。試合
（日）
に出たい壮年世代が集結！楽しく、熱くボールを追いかけました。
尼北パウリスタ ４－３リサイクルズ・ヤンマー
尼シニア

０－３オズパピーゴ市チタ

ボニート尼崎

０－１尼崎６０選抜

尼シニア

５－６リサイクルズ・ヤンマー（３・４位決定戦）

尼北パウリスタ ５－３オズパピーゴ市チタ

（決勝戦）
シニア委員会より

参加全チームによる記念撮影

「サッカーにおける外
傷
・障害求められる現
場での判断 」
１０月３１日（水）
医事講習会開催しました。
セレッソ大阪・チームドクター 杉本 武 先生をお招きして、尼崎サッカー協会

医
事講習会が１０月３１日水曜日19:00～20:３0 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園
総合体育館地下１Ｆ研修室）で１４０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杉本先生の紹介で始まりました講習会は、
セレッソ大阪のトップチームの選手が杉本先生と一緒に怪我を乗り越えていくお話など、
わかりやすい内容でした。杉本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

学年別友好リーグ 開会式を行いました。
１１月２５日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上競技場）にて、第２４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。試合はすでに１１月中旬からスタートし、２月の閉会式ま
で長期のリーグ戦が繰り広げられています。開会式終了後は、ドリブル競争なども行いました。
各チームの関係者の方々へ、例年同様献血活動へのご協力をお願いします。献血ルームでは「少年サッカー、尼崎南ライオ
ンズクラブ」と添えてください。
４種委員会より

市立尼崎高等学校 優勝

ご講演中の山口 基先生

平成２４年度 ２種 尼崎市選手権大会
市内各チーム１１チームが参加して１１月４日（日）から市内各地で始まりました、２種尼崎
市選手権大会。決勝は、尼崎北高等学校と市立尼崎高等学校が対戦。１－２で市立尼崎高等学校
が優勝しました。（市スポとして開催）
２種委員会より

尼崎双星VS明倫クラブより

２０１２・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。

平成２４年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会

第３２回兵庫県中学校サッカー新人戦大会

尼崎市内予選、準決勝は、小園中３－０園田中、武庫東中０（ＰＫ６－５）０若草中、
順位決定戦は若草中２－１園田中。上位３チームが１１月１０日（土）から宝塚市内で行
われましたこの大会に臨みました。阪神大会では、一回戦 小園中５－１安倉中、若草中
０－１関西学院、武庫東中０－２塩見中．二回戦 小園中０－１関西学院中学の結果でし
た。（１２月８日・９日はベイコム陸上競技場で、第３２回兵庫県中学校サッカー新人大
会が開催され、阪神地区の中体連スタッフが運営協力しました。）

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６チームが参加。尼崎ＦＣ、ミュートスは２次トーナメントへ。他の４
チームは敗者トーナメントへ進出。結果をお知らせします。（尼崎１－２五色）（ミュートス１－３但馬）（長洲ＳＣ１
－２リブレ）（明倫２－５みなと）（立花１－２ニッケ）（リゲル０－１ルゼル）

関西少年サッカー大会(U-11) （４種）
第１９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年生の部は、１２月２４日に決勝を行い、エレ
メンツ尼崎が尼崎代表として３月２・３日西宮で開催予
定の県大会へ出場します。

高校生･新人戦 阪神地区予選 （２種）
平成２４年度阪神地区高等学校サッカー新人大会 阪神支部
予選。尼崎からは９チームが参加し、１２月１５日から１２
月２８日まで阪神地区各地で開催、１月下旬開催の県大会出
場する９代表校が決まります。

尼崎サッカー協会 新年会

サッカー４級審判 新規・更新講習日程

２０１３年度の新規 及び 継続講習会は下記の
・日時 １月１３日（日） 午後６時００分受
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。 付
・午後６時３０分開
ふるって受講よろしくお願いいたしま
宴
す。
・２０１３年 ２月 ３日（日）更
新・新規
３月１７日（日）更 ・場所 ホテル「ホップイン」アミング２Ｆ
総務委員会より
新・新規
お申し込みはKICK 審判委員会より
OFFより。 各種委員会よりの出席をお願いします。

第７回 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ兵庫 開催

キッズリーダー養成講習会１月２７日開催

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。尼崎のサッカー指導者の皆さん、ご参加下さい。
日時:２０１３年１月２６日（土） 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」から

選抜活動情報
第６６回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

技術委員会より

冬の大会情報
（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１３・１４日開催予定。
（いぶきの森、ユニバーサブ、日岡山Gほか）

第８回

兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３

（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２３日三木防災。３月２・３日淡路佐野にて開催予定。

第３５回

兵庫県都市対抗選抜少年ｻｯｶｰ大会（４種）

兵庫県下のＵ１１地域トレセンチームが参加。しあわせの村で
２月に開催。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４３回
種）

子供たちに日常的にかかわる保護者、幼稚園、保育園の先
生、先生を目指す学生、少年サッカーの指導者などに受講をお
すすめします。
■ ２０１３年１月２７日（日） 尼崎市 ヤンマー体育館にて
■お申し込みは 尼崎サッカー協会 キッズ担当 浜田 愛まで
FAX：０６－４９８０－６０７４

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。今年は３月２日
（土）から明石代表とアスパ五色で対戦します。

２０１２年度尼崎リーグ（U15ﾘｰｸﾞ戦）（３種）
各チームが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。
（次年度より大会運営方法が変更となります。）

尼崎市理事長杯中学生ｻｯｶｰ大会(U13) （３種）
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１３日（予定）優勝チームは２月開催の
県大会へ出場します。

第２２回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会

（４種）

尼崎信用金庫主催の本大会は、第２２回を数えます。尼崎予選
は２月２日・３日に開催し、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４７回 尼崎市社会人サッカー選手権大会
兼 市長旗大会
（１
種）
今年度は市内２２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。１月２０日決勝予定。

３種・４種交流試合 開催します。
尼崎市内３種・４種を対象に、市内各ブロックごと交流試合を行い
ます。４種から３種は、サッカーの規格が大人サイズに変わる大きな
節目。大きなボールや大人用ゴールに早くなれるよう、また、技術指
導のつながりを目指し開催いたします。
技術委員会より
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