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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

第６４回 尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会４月２０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６４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

ＦＣコンパニェロ 県大会 準優勝

市立尼崎高校 新人戦県大会 ３位

関西少年ｻｯｶｰ大会 Ｕ－１１

兵庫県高等学校サッカー新人大会

ニッカン杯 第２０回関西小学生サッカー兵庫県
大会は、３月１日・２日伊丹市内で開催。尼崎代
表の、ＦＣコンパニュエロは、１回戦・２回戦を
順調に勝ち上がりました。準決勝は神戸代表の
「みさきフットボールクラブ」と対戦し、２（Ｐ
Ｋ３－２）２で勝利。ヴィッセル神戸Ｕ－１２と
の決勝戦は、前半１－１、後半１－１。延長戦は
前半０－０、後半０－０でＰＫ戦へ。ＰＫ戦でも
もつれ１０－１１で、準優勝の結果でした。ご声
援ありがとうございました。
４種委員会より

阪神地区予選を勝ち抜き 平成２４年度 兵庫県
高等学校サッカー新人大会に参加した市立尼崎高校
は、１月１９日・２回戦２－１明石南、１月２５
日・３回戦１－０西宮東、１月２６日・市立西宮２
（ＰＫ５－３）２と順当に勝ち上がりました。
２月１日アスパ五色メインで行われた準決勝で神戸
弘陵と対戦、接戦の末０－１で敗退し、３位となり
ました。
２種委員会より

～We will never walk alone～
～Our thoughts are with you～

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。
（１ページにも関連情報あり）

明倫クラブ ユース リーグ戦３位

ミュートス １回戦敗退

第11回兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽﾘｰｸﾞU-17大会

第１６回兵庫県（Ｕ－１３）サッカー選手権大会
２月１日（土）フレスカグランドでの１回戦 北摂代表の伊丹ＦＣ
と対戦。１－２で敗退しました。ご声援ありがとうございました。
（準決勝・決勝は雪のため中止となりました。）
３種委員会より

Ｕ－１１尼崎選抜 情報
第３６回

少学５年選抜

２月８・９日しあわせの村で二日間開催の、兵庫県都市対抗
選抜少年サッカー大会は、降雪の影響で８日（土）は中止とな
り９日のみ開催となりました。当日も雪の中での試合となりま
したが、参加選手、トレセンスタッフをはじめ、関係者の皆さ
ん、大変お疲れ様でした。
４種・技術委員会より

第６６回

社会人尼崎代表 情報

社会人選抜

平成２５年度兵庫県社会人都市対抗

兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会

Ｕ－１６尼崎選抜 情報

兵庫県のクラブユース５チームによるこの大会。４チームのリー
グ戦の１位がヴィッセル神戸Ｕ－１８と優勝をかけて戦いました。
明倫クラブは１勝２敗でリーグ戦３位でした。
（結果：０－９センアーノ神戸。０－２エストレラ姫路。
５－１神戸ＦＣ ）
２種委員会より

高校選抜

平成２５年度兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

１月１２－１３日に県下各地で開催。１３都市協会のＵ１６選
抜１３チームにＵ１５県トレセンを加えた１４チームが１～３
部に別れてのリーグ戦を行いました。２部リーグの尼崎選抜は
１勝３敗で５位、３部降格となりました。
（２－３北播、１－２丹有、４－３神戸西、０－２芦屋）

３月１日(土）三木防災公園で開幕しました、社会人都市対
抗。尼崎代表は１回戦 北摂代表と対戦。善戦しましたが、
０－１で敗退しました。
優勝は、北播を３－０で破った西宮代表でした。
社会人委員会より

Ｕ－１３尼崎選抜 情報
第９回

中学選抜

兵庫県トレセンスーパーリーグﾞ

２月２２日、３月１・２日三木防災、淡路・佐野運動公園にて、
各都市協会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行いました。
Ｂグループの尼崎トレセンは、東播、姫路、芦屋、北播と対戦し
ました。

２種・技術委員会より

３種・技術委員会より

高円宮杯ｰＵ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１４ 阪神リーグ開幕
兵庫県各地で 県リーグ１部・２部、そして地区リーグがスタートしました。
阪神リーグへは尼崎市内より１０チームが参加します。
１部・尼崎双星高校。
２部・尼崎北高校、武庫荘総合高校。
３部・尼崎稲園高校、尼崎小田高校、明倫クラブ、市立尼崎高校Ｂ。
４部・県立尼崎高校、県立尼崎工業高校、尼崎西高校。
２種委員会より

県リーグ戦情報

２０１３兵庫県ルーキーリーグＵ－１３
尼崎から４チームが参加した ２０１３年度ルーキーリーグは終了。 ２部 （10チーム）：尼崎東ミュートス
３部Ａ（10チーム）：尼崎ＦＣ
各部入れ替え戦終了後、２０１４年度リーグ編成が決まります。
３部Ｂ（10チーム）：明倫クラブ
（＊右の成績は２０１３年度リーグ戦終了段階）
３部Ｂ（10チーム）：ＶＩＶＯＲＩＯ

高円宮杯ｰＵ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１４ 県リーグ
県Ｕ１８県リーグは１部・２部制。２回戦総当りに移行。１部
へ参加の尼崎から参加の市立尼崎高校は、３月３１日現在、４勝
１分１敗と順調な滑り出しです。

２位（7勝1分1敗）
７位（3勝2分4敗）
８位（2勝0分7敗）
５位（5勝0分4敗）

兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ2014
（兼）高円宮杯U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2014兵庫
今年は４チームが参加。１月からリーグ戦が開催されています。
長洲ＳＣ／２部Ａ、 尼崎ＦＣ／２部Ｂ、
尼崎東ミュートス／ ３部Ａ、明倫クラブ／３部Ｂ

２０１４年度
Ⅰ部「ヤンマー尼崎」
兵庫県社会人サッカーリーグ ４月 ６日 RED STAR（ﾔﾝﾏｰG)）、４月１３日 ｴｽﾄﾚﾗ姫路（三木防災）
４月２０日 神戸市役所Ａ（ﾔﾝﾏｰG）、 ４月２７日 FC西宮 （西宮浜）、
4月６日（日）開幕
５月以降も毎週開催、６月１５日が前期最終戦です。

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。

尼崎ｻｯｶｰ選手権 明倫クラブ優勝

尼崎サッカー協会 新年会 開催！
１月１１日(土）２０１４年（平成２６年）尼崎サッカー協会の新
年会が「ホテルホップイン尼崎」で１５０名ものサッカー関係者が
参加し開催されました。ご多忙の中ご来賓の方々（尼崎市教育委員
会、尼崎市体育協会、ヴィッセル神戸、尼崎南ライオンズクラブ、
他）、また景品ご協賛いただきました関係各位・団体の皆様 あり
がとうございました。
総務広報委員会より

U18尼崎選手権大会 尼崎双星高校優勝
市内各チーム１０チームが参加して２月１日（土）から市内
各地で始まりました、U１８尼崎市選手権大会。決勝は、尼崎
双星高校と尼崎稲園高校が対戦。４－０で尼崎双星高校が優
勝しました。（市スポとして開催）
２種委員会より

第21回 ﾏﾏさん秋季大会 明倫マミーゴ優勝

小中交流試合が開催されました。
今年度３回目の小中交流試合を、２月２日 若草中学校・
小園中学校・ベイコム競技場で開催しました。この交流試合
を通して選手同士の交流はもちろんのこと、指導者同士の交
流も目指しています。来年度もよろしくお願いします。
技術委員会より

第13回ｼﾆｱ秋季ﾘｰｸﾞ県武庫之荘ｻｯｶｰ部OB優勝
第１３回シニア秋季サッカー大会は、リーグ戦、順位決定戦す
べて終了しました。

今回の大会の結果は以下のとおりです。
１位 明倫マミーゴ
３位 武庫バレンシア
５位 太陽南塚バンビーナ

第４８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３０日（日）あいにくの雨
模様の中ベイコム競技場で開催。明倫クラ
ブが尼崎サッカー愛好会を４－０で破り優
勝しました。
社会人委員会より

２位 プリマベーラ塚口
４位 武庫之荘グリーン
６位 長洲ハナコ

.

１位県武庫ＯＢ
２位オズシニア
４位市役所・チタニウム ５位パウリスタ
７位パピーゴ
８位尼シニア

女子委員会より

第25回少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ閉幕
塚口AFC

VS武庫之荘ｸﾞﾘｰﾝ

「青少年道徳教育」尼崎南ライオン
ズクラブ会長杯争奪戦 ２５回大会は、
２月２３日（日）ベイコム総合体育
館・格技室で閉会式を迎えました。
ま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

３位リサイクルズ
６位尼北愛好会
シニア委員会より

第23回あましん杯少年ｻｯｶｰ大会予選
明倫クラブエレメンツ優勝
第２３回あましん杯尼崎予選・準決勝は
明倫クラブエレメンツ２－１園田ＪＳＣ。
長洲ＳＣ１（ＰＫ２－０）１ 塚口ＡＦＣ
Ｊｒ。決勝は明倫クラブエレメンツ２－１
長洲ＳＣ。この決勝戦の２チームが４月１
９・２０日開催の阪神大会に進出します。

第９回ベイコムジュニアサッカー大会

４種委員会より

2年生大会は中止に。

ﾍﾞｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ主催によるＵ-９世代のトーナメント大会。３月
１日・２日ベイコム競技場で１６チームが参加。決勝は尼崎南Ｓ
Ｃ２－０クリアティーバ尼崎の結果でした。
また 同会場ではアメリカで心臓移植を希望されている『まい
ちゃんを救う会』への募金活動が行われました。皆様のご協力で
募金総額は38,388円となりました事を報告させて頂きます。
ありがとうございました。
４種委員会より

2月16日に予定していました協会
主催2年生大会ですが、２月8日
の市内小学生駅伝大会が雪の為
16日に順延となった為、中止と
なりました。
４種委員会より

平成２５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。
第３６回 尼崎市秋季少年サッカー大会
兼第４６回兵庫県少年サッカー選手権大会尼崎予選 ・U12（６年生以下）FCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ U10（４年生以下）FCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ
兼第２０回関西少年大会尼崎予選
・U11（５年生以下）FCｺﾝﾊﾟﾆｴﾛ
第４０回 尼崎市中学生秋季サッカー大会
兼第４７回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎予選・U15 尼崎ＦＣ
平成２５年度 尼崎市高等学校サッカー選手権大会

・２５年度未開催。（兵庫県２種リーグ実施のため）

第２１回 尼崎市ママさん秋季サッカー大会

・明倫マミーゴ

第１３回 シニア秋季サッカー大会

・県武庫之荘サッカー部OB

第４８回 尼崎市サッカー選手権大会兼市長旗大会

・明倫クラブ

平成２６年度

尼崎サッカー協会定時総会

６月７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。
総務広報委員会より

公益財団法人 日本サッカー協会では、「ＫＩＣＫＯＦＦ］シ
ステムでのＷＥＢ登録方法を２０１４年４月１日よりリニュー
アルいたします。（選手・チーム・指導者・審判員など）。た
だし、４月１日からの運用については一部延期の内容がありま
すでの、ＪＦＡのホームページなどで確認願います。
総務広報委員会より

第１７回 兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

１種

このトーナメントは、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２チームです。
大阪チタニウムテクノロジーズ（５月中旬１回戦）
ヤンマー尼崎.
（６月２２日３回戦より出場）

中学校総合体育大会サッカー競技

３種

中体連所属のサッカー部による、全国大会へつながる大会。市
内予選は７月から始まり、８月の全国中学生大会まで短期間に予
選を開催いたします。

第２３回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会
阪神大会のお知らせ

４種

阪神地区から選出されまました１２チームが集結し、４月１９
日（土）・２０日（日）ベイコム競技場で開催されます。尼崎か
らは、明倫クラブエレメンツ・長洲ＳＣが参加します。

第２９回兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権
（Ｕ－１５）大会のお知らせ

ｸﾗﾌﾞＹ

第２９回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会兵庫
予選が４月上旬から５月中旬にかけ県下各地で開催予定です。

第10回兵庫県ﾏｽﾀｰｽﾞ（O-40）(O-50)
ｉｎ淡路佐野のお知らせ

ｼﾆｱ

平成26年度全国高等学校総体兵庫県予選

２種

平成2６年度全国高等学校総体県予選。尼崎市内からも９チー
ムが参加予定です。全参加チームのトーナメント方式で開催され
ます。本年度の全国高校総体（インターハイ）の会場は、南関東
ブロックでの開催です。

４種Ｕ－１２は通年リーグ戦実施へ

４種

２０１４年度４種世代は、前期に今回新設のリーグ戦、後期は友好
リーグとし、通年実施していくことになりました。現在少年委員会
でリーグ戦運営方法等について最終調整しております。新しい４種
リーグ戦に期待してください。

第３８回全日本少年サッカー大会
尼崎予選のお知らせ

４種

小学生世代の日本一競う第３８回全日本少年サッカー大会尼崎
予選（８人制）は４月２９日から５月５日（予定）で開催されます。
上位２チームは、６月明石で開催予定の県大会へ出場します。

第３８回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権
（Ｕ－１８）大会 関西地域予選

ｸﾗﾌﾞＹ

第３８回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会 関西地
域予選は、４月中旬から６月中旬にかけ関西地区各地で開催予定です。

ｻｯｶｰ４級審判 新規講習会のお知らせ

審判

＊日時 ６月１５日（日）（13:00～17:00）
４月２０日・２７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。
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