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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９回

尼崎キッズレディースフェスティバル開催しました。

今年も２００名を超える元気な キッズ・レディースがベイコム陸上競技場に大集合。
体操・ゲームなどを楽しみました。今回参加者したキッズは、市内４種チームのサッカー経験者に
加え、幼稚園からの参加や個人参加者が増えるなど多彩な顔触れとなりました。また、一般社団法
人兵庫県サッカー協会より講師を招き、保護者向け講習として『子供の栄養講座について』も行い
正しい知識を習得しました。ご協力いただいた関係各位、キッズリーダーの皆さん、お手伝いス
タッフの皆さんのお力で無事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。

キッズ・レディースより

第４８回 尼崎サッカーカーニバル開催！
尼崎サッカー協会の最大事業である
第４８回尼崎サッカーカーニバルが秋晴
れの中、１０月１６日（日）ベイコム競
技場にて開催されました。中央中学校吹
奏楽部の演奏に乗った堂々の入場行進か
ら始まり、多くの種目を行いました。来
年度も多くのサッカー仲間が集まります
ようよろしくお願いします。

市立尼崎高校サッカー部 準優勝！
第９５回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会の
決勝に進出した市立尼崎高校サッカー部は、１１月１３日
日曜日 ホムスタで滝川第二高校と対戦。前半０－２。
後半０－３となった６５分待望の得点、１－３となり滝川
第二を追いかけましたが１－４で試合終了。準優勝となり
ました。全国大会まであと一歩のところで涙をのみました
が、多くのご声援ありがとうございました。

市立尼崎高校（赤）VS 滝川第二高校

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。

市立尼崎高校サッカー部

準優勝

平成２８年度 兵庫県高等学校サッカー選手権大会
第９５回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会 決勝に進出した市立尼崎高校は滝川第二高校を対戦。健闘しましたが１－４の結果
で準優勝でした。決勝までの成績は次の通りです。２回戦 １－０神戸第一。３回戦 １（ＰＫ５－３）１神戸国際付属。
準々決勝 ０（ＰＫ３－２）０関学。準決勝 １－０神戸弘陵。
兵庫県大会に進出した他校の結果は次の通りです。１回戦 尼崎西高校２－３県立伊丹高校。１回戦 尼崎双星高校１－２。
２種委員会より

塚口尼崎ＦＣ ＪｒＡ

ベスト４

第６回 U-10フットサル大会 兵庫県大会
U-10世代のフットサル県大会は１１月２０日（土）・１２月３日（土）みきぼうパークひょうごで開催されました。1次グループＤの
塚口尼崎ＦＣＪｒＡとグループＡのクリアティーバ尼崎Ａは、ともに3勝で1位となり2次リーグへ進出。２勝した塚口尼崎ＦＣＪｒＡ決
勝トーナメントへ。長尾ＷＦＣホワイトと対戦し３（ＰＫ５－６）３の結果で惜敗しましたがベスト４となりました。クリアティーバ尼
崎Ａは２次リーグ１分け１敗の結果でした。
フットサル委員会より

FCコンパニェロ・長洲ＳＣ

初戦敗退

第４０回 全日本少年サッカー大会 兵庫県大会
全日本少年サッカー大会 兵庫県大会は４０チームが参加し、11月12/13/19日に三木防災公
園で開催。一回戦 尼崎第一代表のFCコンパニェロは、福良少年ＦＣと対戦し１－２。第二代表
の長洲ＳＣは、御所川ＳＳＤと対戦し２－４。ご声援ありがとうございました。
４種委員会より

小田ＦＣ 初戦敗退
第８回 関西スーパーカップ 第４３回 兵庫県少年サッカー大会 ４年生の部
尼崎秋季大会を勝ち抜いた小田ＦＣは、１２月１０日（土）･１１日（日）と姫路 球技スポーツセンターで開催された兵庫県少年サッカー
大会へ参加。1回戦 西宮代表の西宮ＳＳに０－９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

尼北クラブ 初戦敗退
平成２８年度 兵庫県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２８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２０日（日）加古川 日岡山にての
１回戦 東播代表のボナセエラと対戦。先制され追いつく展開となり、２（ＰＫ４－５）２で惜敗。
声援ありがとうございました。
１種・社会人委員会より

尼北クラブ（青）

２０１６県リーグ戦情報

Ｕー１２トップリーグ

コンパニェロ

１部 （１２チーム）１２位（２勝０分２０敗）

明倫クラブ
尼崎ＦＣ
小園中学校

２部Ａ（１０チーム） ５位（３勝１分４敗）
２部Ｂ（１０チーム） ７位（２勝１分３敗）
３部Ｃ（１０チーム） ６位（３勝０分６敗）

明倫クラブ

２部Ａ（１４チーム）１０位（５勝１分７敗）

市立尼崎高校Ａ

１部（１０チーム）

７位（５勝４分９敗）

ＹＳＣ尼崎

１部（１１チーム）

５位（１０勝４分６敗）

（１部 日程終了）

ルーキーリーグＵ－１３
（１１月１３日現在）

Ｕ－１５トップリーグ
（２部Ａブロック 日程終了）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ
（１部 日程終了）

兵庫県社会人サッカーリーグ

（１部 日程終了））今年からヤンマー尼崎からＹＳＣ尼崎にチーム名を変更。

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

尼崎のサッカー情報！
第１８回マスターズ２０１６ IN あまがさき選手権 １１月２７日（日）開催！
■あまがさきマスターズ５０ 兼第８回ネルソンカップ 優勝 リサイクルズ５０
■あまがさきマスターズ６０ 兼第６回モロタカップ
優勝 リサイクルズ
マスターズ５０

マスターズ６０

雨の降る １１月２７日（日）ベイコム競技場で開催されました。午前の部マスターズ５０には「リサイクルズ５０」「シニア５０Ｂ」
「オズシニア５０」「シニア５０Ａ」の４チーム。午後の部マスターズ６０には「リサイクルズ６０」「尼レッズ」「女子選抜」「尼シニ
ア６０」の４チーム。今年も楽しく、熱くボールを追いかけました。
シニア委員会より

「サッカーでおこりやすい怪我の対応」
医事講習会を開催しました。
今年は講師に「神戸大学病院 整形外科講師 ヴィッセル神戸
チームドクター 国分 毅先生」をお招きして、尼崎サッカー協
会 医事講習会が１０月２６日水曜日19:00～20:３0 ベイコム
総合体育館・地下１Ｆ研修室で開催されました。１２０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国分先生の紹介で始まりました講習会
は、日常の練習や試合で役立つ情報でした。国分先生お忙しいと
ころありがとうございました。
医事委員会より

尼崎双星高校 優勝

平成２８年度 ２種

第２８回学年別友好リーグ開会式を行いました。
１１月２０日（日）ベイコム競技場
にて、第２８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。ご支援いただいております、尼
崎南ライオンズクラブ様への協力とし
て献血活動を行っております。（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

尼崎市選手権大会

市内Ｕ－１８世代９チームにより１１月に開催。決勝は尼崎双星高校２－１尼崎稲園高校の
結果でした。参加チームを紹介します。（尼崎双星高校・尼崎稲園高校・尼崎西高校・尼崎北
高校・武庫荘総合高校・尼崎小田高校・県立尼崎高校・尼崎工業高校・※市立尼崎高校は選手
権決勝進出のため不参加）
２種委員会より

尼崎小田vs尼崎双星（青）

２０１６・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２８年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会（３種）
第３６回兵庫県中学校サッカー新人戦大会予選を兼ねる阪神中学校新人大会（尼崎市
内の高校グランドで開催）に、尼崎市内予選を勝ち上がった「園田中学校」「小園中学
校」「武庫東中学校」３校が参加。（阪神大会は全１６チーム）。
試合結果は次の通りです。１回戦 園田中学校１（ＰＫ１－２）１塩瀬。
小園中学校１－２瓦木中学校、武庫東中学校０－２真砂中学校。
塩瀬中学校vs園田中学校（白）

３種委員会より

ＦＣコンパニェロ優勝
関西少年サッカー大会（Ｕ－１１）（４種）
第２３回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、第３９回尼崎市秋季大会５年生の部。
決勝はＦＣコンパニェロ３－１小田ＦＣの結果でした。県大会は２月１８・１９
日・２５日 みきぼうで開催予定です。
FCコンパニェロ（白）vs小田FC

兵庫県クラブユース（Ｕ－１４）新人戦
（ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ・３種）
尼崎市内から「明倫クラブ」「ミュートス」「尼崎ＦＣ」
の３チームが参加し１０月下旬から１２月中旬まで開催。
明倫クラブは決勝トーナメントへ進出しました。

高校生･新人戦 阪神地区予選 （２種）
平成２８年度阪神地区高等学校サッカー新人大会阪神支部
予選は１２月から開始。
県大会は１月中旬よりスタートします。

サッカー４級審判 新規・更新講習日程

尼崎サッカー協会 新年会

２０１７年度の新規、継続講習会はベイコム総合
体育館地下研修室にて開催されます。
更新：２０１７年１月２９日（日）２月５日（日）
新規：２０１７年１月２９日（日）２月５日（日）

・日時：２０１７年１月７日（土）
受付１８：００、開催１８：３０
・場所：ホテル「ホップイン」アミング
・各委員会からの出席よろしくお願いします。
総務委員会より

お申し込みは⇒

審判委員会より

冬の大会情報
第５１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２６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。

第２６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２６回を数えます。尼崎予選
はリーグ戦ののち２月開催予定の決勝トーナメントで代表が決ま
ります。阪神大会は、４月１４～１５日に、尼崎で開催予定。

理事長杯中学生ｻｯｶｰ大会(U13) （３種）

２０１６年度 尼崎ドリームリーグ（３種）
市内Ｕ－１４世代を対象としたリーグ戦。１部７チーム・２部Ａ／
７チーム・２部Ｂ／７チームが参加します。
（１１月から３月まで）

市内Ｕ１３世代１８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１４日（予定）

技術活動情報
第６９回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

（２種） 第４７回 兵庫県社会人都市対抗ｻｯｶｰ大会（１種）

都市協会Ｕ１６選抜１３チームに県Ｕ１６と県Ｕ１５トレセンが
加った１５チームが １～３部に別れてのリーグ戦を行います。
２部に昇格した尼崎選抜は１月１４・１５日淡路佐野球技場にて。

第３回

兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞＵ１４

（３種）

各都市協会代表にＵ１４トレセンに、ヴィッセル神戸と県トレセン
Ｕ１３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部の尼崎選抜は１２月３日、４日三木防災公園にてリーグ戦を
戦いました。
結果

第３９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１１・１２日に開催。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。

兵庫県下の１３都市協会の社会人選抜同士による大会。尼崎代表は
一回戦２月５日（日）に神戸 しあわせの村で西播磨代表と対戦予定。
決勝は３月５日（日）アスパ五色にて。

第１２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。

３種・４種交流試合 開催予定！
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
予定しています。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予定です。

第１１回 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ兵庫 開催
２０１７年１月２１日（土） しあわせの村にて。詳細は（一社）兵庫県サッカー協会HP「指導者ルーム」へ

ベイコム３年生大会の予定。
ベイコミュニケーションがサポート３年生による８人制サッカー大会は、２０１７年２月開催予定です。
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