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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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中谷

春夫
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第４５回尼崎サッカーカーニバル
１０月１３日（日）開催！
兵庫サッカーデー in 尼崎
第４５回尼崎サッカーカーニバルは、１０月１３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。

尼崎東ロータリークラブ杯
第３３回中学１年生フットサル全国選抜大会
酷暑の８月３日（土）４日（日）ベイコム総合体育
館にて、京都・大阪・兵庫各地より１２チームが参加
して開催されました。初日開会式直後に 「ブライン
ドサッカー」という視覚障害の方々が行うサッカーが
同会場にて行われました。これは様々なスポーツの紹
介と同時に、ボランタリーの心を育んで欲しい願う
東ロータリークラブ様のご好意により実現することが
できました。今年度の決勝戦は大阪から参加のＤＲＥ
ＡＭ ＦＣと三田学園中学校。試合は白熱した接戦と
なり２－２から延長０－０までもつれＰＫ方式３－２
の結果でＤＲＥＡＭ ＦＣの優勝。この大会が今年で
３３回を迎えることができましたのも、尼崎東ロータ
リークラブの松本勝憲会長はじめ役員の皆様、モルテ
ン様を始めとする協賛各社。
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。
開会式・

ブラインドサッカーの紹介

無事終了！

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４０回尼崎市秋季中学生サッカー大会
兼 第４７回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

準々決勝 ベイコム競技場にて

尼崎FCJrと尼崎東ﾐｭｰﾄｽが尼崎代表に！

８月２４日スタートした市内予選は、２１チームによるトーナメント。成良中学校で行われた準決
勝第一試合は尼崎FCJr ２－０明倫クラブ 。準決勝第二試合 尼崎東ミュートス ２（PK４－２）
２長洲ＳＣ。決勝戦は、尼崎ＦＣＪｒ ３－１ ミュートスの結果でした。上位２チームは９月２９日
（日）から開催の、第４７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２５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。
件大会１回戦は９月２９日（尼崎ＦＣＪｒ ＶＳ 関西学院中）（尼崎東ミュートス ＶＳ 大的中）
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

第１６回 兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ
桜がのこる４月１４日から始まりました第１６回 兵庫県社会人
トーナメント。今年は尼崎から２チームが参加しました。１回戦を
勝ち上がった大阪チタニウムテクノロジーズは、２回戦で敗退（０
－６ 西宮紅さそり隊）。４回戦から登場のヤンマー尼崎は、５回
戦 龍野ＦＣに２－３で惜敗しました。
１種委員会より

第１１回 関西ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ地域ﾘｰｸﾞ（Ｕ－１８）
がんばれ 明倫クラブユース
クラブユース担当より

8月からの予選リーグを勝ち上がった「尼崎双星高校」と 総体
シードの「市立尼崎高校」の２チームが兵庫県高校サッカー選手権
県大会（中央大会）へ進出します。
２種委員会より
関西各地域で第１１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、３勝１分で２位。１０月６日阪南大学での
ﾉｯｸｱｳﾄﾗﾝﾄﾞへ進出します。（予選リーグの結果）１－１ エストレラ姫
路。７－０枚方、 ８－０神戸、２－０Ｗｉｚａｒdｓ。

６年以下（U-12）の代表・４年以下（U-10）の
兼第４６回 兵庫県少年サッカー大会 尼崎地区予選 代表は、１０月１４日（月・祝）決定予定！

第３６回尼崎秋季少年サッカー大会

９月初旬にスタートしたこの大会。９月の台風などで順延となり、１０月１４日（月・祝）に
６年生の部決勝、４年生の部決勝を行う予定です。（６年予備日は、１０月２７日及び１１月２
日・４年予備日は、１０月２０日）
この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月中旬 丹有地区で開催予定の第４６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

ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ第２３回全日本少年フットサル
尼崎代表は「園田ＪＳＣ－Ａ」と「塚口ＡＦＣＪｒ－Ａ」
尼崎予選は８月１７日（土）ベイコム総合体育館で開催されました。準決勝第
一試合 塚口ＡＦＣＪｒ－Ａ ２－１ ＦＣコンパニェロ、準決勝第二試合園田
ＪＳＣ－Ａ ３－０ 園田ＪＳＣ－Ｂ。決勝戦は、園田ＪＳＣ－Ａ ２－０ 塚
口ＡＦＣＪｒ－Ａ 。決勝カードの２チームが県大会へ進出します。県大会は１
０月１９日（土）２０日（日）ベイコム総合体育館で開催されます。
フットサル委員会より

県リーグ戦情報

２０１３兵庫県ルーキーリーグＵ－１３

尼崎東ミュートス
尼崎ＦＣ
明倫クラブ
ＶＩＶＯＲＩＯ

尼崎からは４チームが参加しています。
２０１３年度の途中経過をお知らせします。

尼崎東ミュートス・・・２部Ｂ
尼崎ＦＣＪｒ
・・・３部Ｃ
明倫クラブ
・・・３部Ｃ
長洲ＳＣ
・・・３部Ｃ

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、のこり１試合のを残して現在 １位（１５勝２分０
敗・勝点４７）の成績。（同大会・阪神リーグも実施中）
９月２９日現在

兵庫県社会人サッカーリーグ

２部Ｂ
１位
３部Ａ
８位
３部Ｂ １０位
３部Ｂ
５位

（４勝１分１敗）
（１勝２分２敗）
（０勝０分３敗）
（２勝０分３敗）
９月２４日現在

２０１３兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５

高円宮杯 Ｕ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１３ 県リーグ

２０１３年度

：
：
：
：

８位
１位
７位
２位

･総合順位は入れ替え戦終了後確定します。

（２勝２分５敗）
（８勝１分０敗）
（３勝２分４敗）
（６勝３分０敗）
９月１５日現在

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」
４位 勝点２０ （前期・後期通算 ６勝２分５敗）
後期第２節 ９月２２日現在

尼崎

３種委員会特集！

今回は、尼崎サッカー協会・３種委員会のご紹介です。尼崎市内には、中学校のサッカー部１５チームとクラブユース７
チームの全２２チームがあります。尼崎市内・阪神地区・兵庫県下などで活動。３種のおもな大会をご紹介いたします。

■中学校サッカー部全１５チーム（ハンドブック順）
小田南中学校・若草中学校・大成中学校・立花中学校・塚口中学校
南武庫之荘中学校・武庫東中学校・園田中学校・小園中学校・
常陽中学校・成良中学校・大庄北中学校・啓明中学校・大庄中学校
尼崎朝鮮初中級学校

■クラブユース 全７チーム

（ハンドブック順）

尼崎ＦＣＪｒ ・明倫クラブ・立花ヴィボーリオ・長洲ＳＣ・尼崎東ミュートス
小田ジュニア・リゲル

●全２２チームによる大会など

・「尼崎市民スポーツ大会／５月から」

・・・ ４月の開会式よりスタートします。

・「尼崎市秋季中学生サッカー大会 ／８月」・・・兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選を兼ねています。県大会、関西大
会を経て１２月開催される全国大会（高円宮杯）につながっています。

・「尼崎ドリームリーグ／１１月から３月」 ・・・昨年までの尼リーグを改変し、県トップリーグの地域リーグとしてＵ－１４世代を
対象とした大会が今年から展開されます。

・「尼崎サッカー協会理事長杯／１月」

・・・兵庫県中学生（Ｕ－１３）サッカー選手権の尼崎予選も兼ねています。

・「尼崎・小中交流試合／年３回」

・・・Ｕ－１２ジュニア世代チームと中学生によるチームが試合を通じて交流してい
ます。ボールやゴールの大きさは大人サイズで実施されています。

●中学校のサッカー部（中体連所属）による大会

●クラブユースチーム（クラブユース連盟所属）による大会

・「総合体育大会（総体）／７月」・・８月の全国大会へ。

・「兵庫県Ｕ－１５クラブユース選手権大会／４月から５月」

・「新人戦大会／１０月～１１月」・・阪神大会・県大会まで。

８月に開催の全国大会につながっています。

・「兵庫県Ｕ－１４兵庫県クラブユース新人選／１２月」

●フットサル関係

・「中学１年生フットサル全国選抜大会／８月」・・・
今年で３３回を数える歴史のある大会。Ｆリーグが始まる前
から行っています。

翌年度のＵ－１５クラブユース選手権シード情報となります。
●ほか

・「全日本ユース（Ｕ－１５）ﾌｯﾄｻﾙ大会兵庫県大会／６月」・

・選抜関係は「Ｕ－１５世代は８月」「Ｕ－１３世代は２～３月」
に１３都市協会の選抜チームなどと、リーグ対抗戦を行っています。

尼崎からの出場は１枠。参加チーム数によっては推薦の場合
もあります。全国大会につながっています。

・県下全域を対象としたリーグ戦。「兵庫県Ｕ－１５トップリー
グ」「兵庫県Ｕ－１２ルーキーリーグ」があります。

第６３回 尼崎市民スポーツ祭 各種別の試合 結果
及び 途中経過とフェアープレー賞
春から開催しています、市民スポーツ祭は順調に日程を終了。残りはママさんとシニアの部。
試合終了したカテゴリーからフェアープレー賞も決定しています。
優勝

準優勝

ベスト４

ベスト４

フェアプレー賞

６年生の部

ＦＣコンパニェロ

明倫クラブエレメンツ

太陽南塚ＦＣ

ＶＩＶＯＲＩＯ

若葉FC

５年生の部

ＦＣコンパニェロ

尼崎南ＳＣ

明倫クラブエレメンツ

太陽南塚ＦＣ

設定はありません。

４年生の部

尼崎南ＳＣ

ＦＣコンパニェロ

太陽南塚ＦＣ

クリアティーバ尼崎

設定はありません。

中学生の部

尼崎ＦＣ Ｊｒ

若草中学校

ミュートス

ＶＩＶＯＲＩＯ

若草中学校

高校生の部

日程調整中。

ママさんの部
シニアの部
一般の部

ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ

－
リーグ戦終了は、順延等の影響で１１月の予定。

最終結果待ち。

１０月開催の順位決定戦終了後となります。

最終結果待ち。

日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｻｯｶｰ部

尼崎 社会人フットサル大会２０１３
８月３日（土）４日（日）とベイコム総合体育館にて１２チームが
参加，夕方から夜の時間帯で行われました。

明倫クラブ

ＭＦＣ

ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ

尼崎 小学1年生ミニサッカー大会

小学1年生を対象としたミニサッカー大会が11月に予定されてい
ます。（9月１５日は台風で順延）（ルールは5人制・幼稚園児
優勝／ガウショ尼崎。準優勝／尼崎市役所。３位／日鐵住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ． も出場も可能。ミニゴールで10分1本。）
参加予定チームをお知らせします。
４位／尼北クラブ．５位／尼崎ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ。６位／武庫川同好会．
塚口ＡＦＣＪｒ、大庄ＳＣ、尼崎南ＳＣ、園田ＪＳＣ－Ａ、園田
７位／日本スピンドル．８位／ＦＣ ＺＯＤＩＡＣ．９位／ＦＣ ＦＩＲＥ．ＪＳＣ－Ｂ、立花ＶＩＶＯＲＩＯ、ＦＣコンパニェロ、武庫之荘
１０位／甲武クラブ．１１位／摂陽クラブ。１２位／神崎高級工機．
ＦＣ、武庫ＪＳＣ
少年委員会より
フットサル委員会より

１０月３０日（水）医事講習会開催！「下肢のスポーツ障害・外傷」
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、今年は関西労災病院 スポーツ整形外科部長 鳥塚 之嘉 先生
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非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３０日 水曜日 １９：００～２０：３０
医事委員会より

◆ベイコム総合体育館地下１Ｆ研修室

尼崎キッズ・レディースデー

１１月２日（土）開催

今年で６回目を迎える尼崎キッズ・レディースデー。秋深まる１１月２日（土）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２年生以下）。 （定員２００名） （キッズ１００円／人）
また女性だけのサッカーも同時開催。Ｕ－１２（３年生から６年生）と、中学生以上・子供の保護者など。
●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

マスターズ２０１３ インあまがさき選手権 １１月２４日開催
第１５回目を迎えるこの大会は、１１月２４日（日）ベイコム陸上競技場にて開催します。今回は２つのカテゴリー
で実施されます。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

２０１３あまがさきマスターズ５０
兼 第５回ネルソンカップ

２０１３あまがさきマスターズ６０
兼 第３回モロタカップ

試合当日５０歳以上の登録選手７６名を４チームの編成して、
２０分ハーフで行われます。

試合当日６０歳以上の登録選手５２名を４チームの編成して、
１５分ハーフで行われます。

「学年別友好ﾘｰｸﾞ 開会式12月1日（日）

サッカー４級審判 新規・更新講習日程

第２５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は、１２月１日
（日）０９：３０からベイコム陸上競技場にて行われます。
また、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。

２０１４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。
２０１４年 ２月予定 次回詳細連絡

審判委員会より

少年各世代大会情報
■3年生大会

フットサル委員会より

２０１３年１１月２日（土） 午後 ベイコム陸上競技場
キッズレディースデー終了後に開催します。

■4年生大会：U-10ﾌｯﾄｻﾙ県大会予選 兼

森永カップ

２０１３年１１月３日（日）
終日 サブグランド
優勝チームは県大会出場となります。

■5年生：秋季大会 兼

関西小学生尼崎予選

２０１３年１２月１日（日）午後 ベイコム陸上競技場
友好リーグ開会式終了後、1回戦、2回戦。
（但し塚口ー小田の試合のみ、12月1日以前に実施）
準決勝・決勝戦は12月8日（日）予定。

４種委員会より

皆し尼来りも協 行うのてだ４だ サ成チクチ すさサ皆
さ全崎る上尼会まきにでサ上３若私ッさールー今。せッさ
ん国サ場げ崎のだた身、ッに年いはカれムズム、 てカん
もレッ所てサ方まい体先カはに方５ーてはにあシ いーこ
ごベカを楽ッ々だとに輩ー多なで５をお年所りニ た協ん
協ルー目しカに未思気がをくりす歳しり齢属、ア だ会に
力に協指くー教熟いをたつのま。でて、４しそチ いシち
お達会しサ協わなまつにづ方しサチいレ０てのー てニは
願すがてッ会っ私すけ負け々たッーまベ歳い中ム いア。
いる益協カのてで。てけてが。カムすル以までは るの私
しよ々力ーた、す 続ない頑まーで。の上すリ全 大理は
まう発しのめ今が けいま張だ暦は 高で。サ８ 迫事尼
でを崎
すに展、出盛後、 てよすっまはま い構各イ
。

「
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