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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４８回 尼崎サッカーカーニバル
１０月８日（日）開催！
兵庫サッカーデー

in

尼崎

第４８回尼崎サッカーカーニバルは、１０月８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。

尼崎市立尼崎高校

インターハイ初出場！
平成28年度 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技＜男
子の部＞決勝戦に進出しました市立尼崎高等学校は、6月11日（
日）三木防災公園陸上競技場にて県立西宮高等学校と対戦。手に
汗握る展開は、０－０で延長戦に。延長前半に待望の先制点、そ
して延長後半に追加点を入れ２－０で初優勝を飾りました。

南東北総体2017 初戦惜敗
山口県代表「高川学園」との初戦は、7月29日土曜日9時30分
松島運動公園 多目的運動広場（人工芝）でキックオフ。前半は
０－０で折り返し。後半早々に失点しそのまま試合終了。０－
１で惜敗しました。記念すべき全国大会での勝利は次に持ち越
しとなりました。皆様のご声援ありがとうございました。

私たちは忘れない。1994.1.17阪神・淡路大震災、 2011.3.11東日本大震災、 2016.4.14熊本地震

夏・初秋の大会より
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・・・

平成２９年度バーモンドカップ第2７回全日本少年フットサル大会
ＦＣコンパニェロ 3位
Ｕ－１２によるフットサル大会が７月１５日（土）ベイコム総合体育館で市内１４チームが参加し開催されました。
準決勝は尼崎南ＳＣ・Ａ４－１塚口ＡＦＣＪｒ・Ａ、ＦＣコンパニェロ２－０長洲ＳＣ。決勝は接戦の結果 ＦＣコンパ
ニェロ３－２尼崎南ＳＣでした。加古川総合体育館での県大会 １次リーグ1組で1位突破したＦＣコンパニェロは、準決
勝で西宮ＳＳと対戦。健闘しましたが２－４で敗退、ベスト４の結果でした。
フットサル委員会より

２０１７年兵庫県４種 Ｕ－１２トップリーグ
ＦＣコンパニェロ １部昇格
本年度Ｕ－１２・２部リーグに所属しています、ＦＣコンパニェロは、１４勝２分２敗 勝ち点４４・得点８５・失点２７・
得失点差５８の素晴らし結果で、来期１部リーグに昇格しました。１部リーグでの活躍を期待しています。
４種委員会より

第４４回尼崎市秋季中学生サッカー大会 兼第５１回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選
明倫クラブと尼崎東ミュートスが尼崎代表に
８月２６日スタートした市内予選は、２０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東
ミュートス１（ＰＫ５－４）１武庫東中。準決勝第二試合 明倫クラブ３－１尼崎ＦＣ。明倫クラブと尼崎東ミュートスの決
勝戦は白熱した内容で２－１で、明倫クラブが優勝し第一代表となりました。第５１回兵庫県中学生（Ｕ－１５）サッカー選
手権大会は、９月下旬より開催。
３種委員会より

兵庫県高等学校サッカー選手権大会

予選ラウンド

昨年までの地区予選による県大会出場チームを決める予選方法から、予選ラウンド免除さ
れる「①平成２９年度県高校総体ベスト８」と「②高円宮杯U-18リーグ（プレミア・県1
部・県2部）」を除く兵庫県下全県の１４２校が地区を問わずに28ブロックによる県大会出
場チームを決める方法に変わりました。この予選に尼崎からは「県尼崎、武庫荘総合、尼崎
工、尼崎稲園、尼崎双星、尼崎小田、尼崎西、尼崎北」が望み、予選突破の「武庫荘総合、
尼崎西」に予選免除の「市立尼崎高校」が10月からの県大会に出場します。
２種委員会より
９月１８日尼崎小田高校

第53回 全国社会人ｻｯｶｰ選手権 関西大会

第24回 全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権 兵庫県大会

関西各地域で開催されましたこの大会。兵庫５位で出場
した ヤンマー尼崎は７月２２日 アクアパルコ洛西でア
ルテリーヴォ和歌山と対戦。２－５で敗退しました。
社会人委員会より

本年度 尼崎より出場しました尼崎サッカー愛好会は、８月
６日（日）アスパ五色での１回戦 エストレラ津田と対戦し３
－１で敗退しました。
社会人委員会より

２０１７県リーグ戦情報

Ｕー１２トップリーグ

コンパニェロ

２部 （１０チーム） ２位（１４勝２分２敗）

明倫クラブ
尼崎・神戸朝鮮
小園中学校
尼崎ＦＣ

２部Ｂ（１０チーム）
３部Ａ（１２チーム）
３部Ｂ（１２チーム）
３部Ｃ（１２チーム）

明倫クラブ

２部Ａ（１２チーム）１０位（２勝３分６敗）

市立尼崎高校Ａ

１部（１０チーム）

５位（７勝７分４敗）

ＹＳＣ尼崎

１部（１１チーム）

６位（６勝１分５敗）

（最終結果）

ルーキーリーグＵ－１３
（８月２７日現在）

Ｕ－１５トップリーグ

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

（１部 最終結果）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ
（１部 最終結果）

兵庫県社会人サッカーリーグ
（１部 ９月２４日現在）

夏の大会より
中学総体 尼崎予選 第７１回尼崎市中学校総合体育大会
７月１日からトーナメント方式のこの大会は市内１４チームが参加して開催されました。
準決勝第一試合 小田北中１（ＰＫ８－７）１大成中。 第二試合 武庫東中４－０成良中。
阪神大会出場決定戦は、大成中３－０成良中。 阪神大会へは、上位３校が出場しました。
阪神大会の結果は、小田北中４－１南ひばりが丘、２回戦 小田北中０－２真砂中。武庫東中
３－１宝塚第一、武庫東０－１東谷中。大成中１－３潮見中。の結果でした。
３種委員会より

７月１日立花中会場にて

第９回関西スーパーカップ 第５０回兵庫県少年サッカー大会
７月８日（土）から始まりました兵庫県少年サッカー大会Ｕ－１２へ出場しました尼崎南
ＳＣは、Ａブロックリーグは、エスペランサに３－１で快勝。続く芦屋ＳＣＡに２－３で逆
転負けでしたが、Ａブロック２位で決勝トーナメント進出。７月９日（日）センアーノ神戸
に０－６で敗退しました。ご声援ありがとうございました。
４種委員会より

７月８日三木防災にて

尼崎サッカー情報
第６７回 尼崎市民スポーツ祭結果及び フェアプレー賞
４月２３日（日）開会式でスタートしました尼崎市民スポーツ祭サッカーの部。
結果を報告します。フェアプレーの表彰は尼崎サッカーカーニバルで行います。
シニアの部優勝・パウリスタ
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

尼崎南ＳＣ

長洲ＳＣ

クリアティーバ尼崎

園田ＪＳＣ

５年生の部

クリアティーバ尼崎

ＦＣコンパニェロ

園田ＪＳＣ

尼崎南ＳＣ

―

４年生の部
中学生の部

（９月１８日現在ベスト４）武庫之荘ＦＣ・ＦＣコンパニェロ・長洲ＳＣ・武庫ＪＳＣ
小田北A

尼崎FC

シニアの部

南武庫之荘A

尼崎東ミュートス

日程調整中

高校生の部
ママさんの部

成良中

―

―

武庫バレンシア

明倫マミーゴ

太陽南塚バンビーナ

武庫之荘グリーン

太陽南塚バンビーナ

パウリスタ

リサイクルズ

チタニウム

尼北愛好会

尼崎市役所シニアFC

一般の部
（ＦＣ

決勝は１０月８日
アシストＶＳ 尼崎北クラブ）

ＦＣ

ＢＵＬＬＥＴＳ

尼崎サッカー愛好会

FC

BULLETS

尼崎市体育協会会長杯、尼崎市長旗総合開会式
尼崎市体育協会所属の全団体による、総合開会式が９月１０日（日）ベイコム総合体育館で
開催されました。いよいよ秋の大会が始まります。

尼崎サッカー協会総会の開催報告をいたします。
平成２９年６月２日（金）１９：００より ベイコム総合体育館 地下研修室にて、平成２９年度定時総会が
開催されました。評議委員全８９名中、出席３２名・委任状３７、合計６９名により５つの議題が決議さ承認さ
れました。（過半数４５名）ここに報告させていただきます。
１．平成２８年度 事業報告
２．平成２８年度決算報告
３．平成２９年度 事業計画（案）４．平成２９年度 会計予算（案） ５．役員改選

今年の総会では役員改選が決議され、長きにわたり尼崎サッカー協会会長を務めました師田会長が名誉会長に。
新たな会長には佐藤副会長が。副会長には花峯副理事長がそれぞれ就任しました。
他役員改選は、津田副理事長（常任理事より）、中島常任理事（シニア理事より）。退任 中島副理事長。
新役員として尾知山光郎理事（３種）、田村将行理事（４種）、寺沢俊也理事（シニア）、深井佳晶理事（審判）
の４名が加わりました。
新たな体制になりました尼崎サッカー協会をどうぞよろしくお願いいたします。

１０月２５日（水）医事講習会開催！
今年の医事講習会は、講師に大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科病院講師（セレッソ大阪チームドクター）
洲鎌 亮（すがま りょう） 先生をお招きして開催します。
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２５日 水曜日 １９：００～２０：３０ ベイコム総合体育館 地下研修室にて
医事委員会より

第１０回 尼崎キッズ＆レディースフェスティバル１１月５日（日）開催
今年で１０回目を迎える尼崎キッズ・レディースデーは１１月５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。３年生以上の原則初心者女子。
●上記に関する お申し込み方法・お問い合わせは
郵送の場合はこちら →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
ＦＡＸの場合はこちら→ ＦＡＸ ０６－４９８０－６０７５（担当 浜田 宛て）

キッズ・レディースより

マスターズ２０１７ インあまがさき選手権 １１月１９日（日）開催
第１９回目を迎えるこの大会は、１１月１９日（日）ベイコム陸上競技場にて、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

第１９回2017あまがさきマスターズ５０
兼 第７回ネルソンカップ

第５回2017あまがさきマスターズ６０
兼 第５回モロタカップ

試合当日５０歳以上の登録選手を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まもなく開幕」
第２９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１１月２６日
（日）の開会式から来年２月下旬まで市内各地で行
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。
４種委員会より

サッカー４級審判 新規・更新講習日程
２０１７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。
２０１７年

２月予定

次回詳細連絡
審判委員会より

２０１７第４回兵庫県審判トレセン 尼崎で開催
サッカー審判員のスキルアップを図っています、兵庫県審判トレセン。今年度、第四回目の会場は尼崎稲園高等学校に
て１０月１５日（日）８：３０から開催されます。
オブザーバー参加希望の方は、尼崎サッカー協会 柴田審判委員長までお問い合わせください。
審判委員会より

尼崎社会人フットサル大会２０１７
今年の大会は、2017年１０月１日（日）・１５（日）・２９（日）にベイコム競技場サブグランドにて開催されます。
（日程は予定）
フットサル委員会より

こいか長 いで在 ５にポアな結 少年そた員サＣ田チがカ
とたらをこたあも私０チーをり成１年団のこでッを様ー活ー高
をだ社拝のだりシの年ーツ立まし０団と教とあカ結」ム躍部校
願く会命度い、ニサをム少ちし、年のし室かっー成にをしのを
っこ人し、て今アッ迎名年上た私後指てがらた教。声結て連卒
てとまま師おででカえが団げ。が、導の終私会室そを成い中業
おがでし田りも活ーる変かま１塚師者活了が社ののか。たがし
り「サた様まサ動はこわらし年口田と動後おが話後けそこ多た
ま一ッがのすッ）高とり塚た後を様し要、手土が、、のとく時
す番カ、後。カと校がま口。に引がて請市伝曜あ尼社後も、、
。のーこを ー師時でしＡ塚はき武活をかい日り崎会市あ尼私
癒にれ引 に田代きたＦ口Ａ受庫動受らを半、市人尼り崎の
し関かき 関様のまがＣサＦけ之しけスしド師かチの、に周
」わら継 わの仲し、ジッＣる荘まサポまン田らー先サヤり
にらもい らお間た今ュカジこＦしッーしで様少ム輩ッンに
なし少で しか（。年ニーュとＣたカツたあが年Ａ「カマサ
るて年会 てげ現 でアスニにを。ー少。っ役のＦ師ーーッ
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