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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

hｔｔｐ：//www．amagasaki-fa．com/

尼崎サッカー協会登録のすべての選手・チー
ム関係者の皆様へ尼崎サッカー協会総会報告
をいたします。

平成２８年６月４日（土）１５：００より ベイコム総合体育館 地下研修室にて、平成２８年度定時総会
が開催されました。評議委員全９６名中、出席２７名・委任状４５、合計７２名により４つの議題が決議さ承
認されました。（過半数４９名）ここに報告させていただきます。
１．平成２７年度 事業報告
４．平成２８年度 会計予算（案）

２．平成２７年度決算報告

３．平成２８年度 事業計画（案）

尼崎サッカー協会の活動は 登録されているすべての選手・チーム関係者 及び 尼崎市体育協会・尼崎市
体育振興課をはじめとする関係各位のご協力、また、兵庫県サッカー協会・１３都市協会の支援をいただきな
がら運営されています。すべての関係者の皆様 昨年度同様 本年度もよろしくお願い致します。

平成２８度全国高等学校総体 兵庫県予選
市立尼崎高校 ベスト４・フェアプレー賞
5月１日から始まりました総体予選、順調に勝ちあがった市立尼崎高校は、
6月3日（金）アスパ五色での準決勝で滝川第二高校と対戦。白熱した試合
で健闘しましたが、０－１で惜敗しました。6月5日（日）近畿高校総体へ
の出場をかけた3位決定戦（神戸ユニバーシアード競技場）では、県立西
宮高校と対戦、１－２の結果で４位となりました。
同時にフェアープレー賞を受賞しました。
２種委員会より
（関連情報は次ページにもあります）
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

春から夏の大会

特集！

春先から始まりました各大会は、夏の全国大会に繋がる予選などもあり各地域で
熱戦が繰り広げられました。 さて尼崎勢の活躍は・・・
平成２８度全国高等学校総体 兵庫県予選 市立尼崎ベスト４
5月１日から始まりました総体予選は、尼崎市内から９チームが参加しました。尼崎市立高校は３回戦から５回戦まで順調に勝ちあがり、
迎えた準決勝は滝川第二と対戦、健闘しましたが１－２で惜敗。他８校の結果は次の通りです。
『尼崎小田２－０神港・兵商、尼崎小田０（５－４）０赤穂、尼崎小田０－１県伊丹』
『尼崎西１－０東播工、２－０神戸第一、尼崎西１－３明石城西』
『尼崎双星３－０三田松聖、尼崎双星１－３北摂三田』
『尼崎稲園５－２神戸高専、尼崎稲園０－６神戸星城』
『尼崎工１－２報徳』
『武庫荘総合０－１明石清水』
『尼崎北１－２西宮東』
『県尼崎０－２御影』
２種委員会より

５月３日 御影VS県尼崎（白）

２０１６日本クラブユースサッカー選手権
Ｕ－１８関西予選 明倫クラブ８位

Ｕ－１５兵庫大会
Ｕー１５クラブユースチーム日本一を決めるこの大会。
第3１回U-15 兵庫大会は4月から開催され、関西大会出場枠８位
以内をめざし尼崎から４チームが参加しました。戦跡は下記の通りです。
■1次ラウンド：b組 尼崎FC/3勝１分で２位。明倫/０勝４敗で４位。
g組 ミュートス/０勝３敗で４位。
h組 立花/０勝３敗で４位。

Ｕー１８は関西大会は参加９チーム。予選リーグAブロックの
明倫クラブは、０－７エストレラ姫路、１－２ディアブロッサ高
田、０－１FC大阪Aブロック４位。
ノックアウト下位ラウンド１回戦 ０－３レボナ滋賀、
最終戦５－０ラランジャ京都。最終順位は8位でした。

■2次ラウンド：B組 尼崎FC/0勝3敗で4位。

中学総体 尼崎予選

クラブユース担当より

第７０回尼崎市中学校総合体育大会

７月２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。 準決勝 尼崎朝鮮初中級学校２
－１園田中、小園中５－０成良中。 阪神大会出場決定戦 園田中６－１成良中。阪神大会へは、上位
３校が出場。阪神大会の結果は@@@@@＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠。県大会は７月２６－２７日神戸地区で開催。
３種委員会より

尼崎朝鮮初中級学校（白）

第1９回 兵庫県社会人サッカートーナメント

第８回 関西スーパーカップ

４月からトーナメント方式の大会に尼崎から４チームが参加。

兼 平成２８年度 第４９回兵庫県少年サッカー大会 尼崎予選
昨年から秋から春に移行しましたこの大会は市内１６チームが参
加。決勝は尼崎南ＳＣ４－０太陽南塚ＦＣ。

各チームの戦跡は下記の通りです。
３回戦から登場、ヤンマー尼崎３－４ 三菱神戸、
１回戦大阪チタニウム２－３ TAKATSUKA FC、
尼崎市役所（棄権）０－５明北クラブ。
１種・社会人委員会より

県大会へ参加のＥブロック尼崎南ＳＣはＳＣあかしあイレブンに
４－７。但馬リベルテに０－３、２敗の結果でした。
４種委員会より

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位（０勝０分１０敗）

明倫クラブ
尼崎ＦＣ
小園中学校

２部Ａ：
２部Ｂ：
３部Ｃ：

明倫クラブ

２部Ａ：１０位 （５勝１分７敗）

市立尼崎高校Ａ

１部：

８位 （３勝３分６敗）

ＹＳＣ尼崎

１部：

６位 （４勝３分５敗）

（６月1９日現在）

ルーキーリーグＵ－１３
（７月３日現在）

Ｕ－１５トップリーグ

位 （０勝１分０敗）
位 （０勝０分１敗）
位 （０勝０分０敗）

（７月３日現在）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ
（７月１０日現在）

兵庫県社会人サッカーリーグ

（６月１０日現在） 今年からヤンマー尼崎からＹＳＣ尼崎にチーム名を変更。

尼崎サッカー情報！
第６６回 尼崎市民スポーツ祭 の試合結果・途中経過

中学生の部（武庫東中学校にて）

４月２４日（日）ベイコム陸上競技場での開会式でスタートした、市民スポーツ祭。今年も好天にも恵まれ順調に試合
が消化しています。皆さんのご協力に感謝いたします。
各委員会より

優勝

準優勝

ベスト４

ベスト４

小学４年生の部

クリアティーバ尼崎

尼崎南ＳＣ

武庫ＪＳＣ

小田ＦＣ

小学５年生の部

ＦＣコンパニェロ

尼崎南ＳＣ

クリアティーバ尼崎

リベント

園田中

小園中

小学６年生の部
中学生の部
高校生の部
ママさんの部

予選リーグは終了。秋にトーナメントによる順位決定を行います。
明倫クラブ

尼崎ＦＣ

秋以降に開催調整中。
ママさん・シニアの部はリーグ戦で行われています。最終９月には順位が決定する予定です。

シニアの部
一般の部

決勝は秋に開催調整中。

第１０回 尼崎蹴球Anillo ２０１６
今回で１０回目となりました、尼崎蹴球Ａｎｉｌｌｏ。他チームとの交流を深めて頂くとともに、新たな友情が芽
生えますことを目的に開催。2日目は初日リーグの成績から４つのタイトルを争いました。結果は以下のとおりです。
１位トーナメント戦（近松カップ）優勝／有岡FC．
準優勝／クリアティーバ尼崎
2位トーナメント戦（田能カップ）優勝／伊丹少年SC、準優勝／長洲SC
3位トーナメント戦（城内カップ）優勝／久米田FC、 準優勝／塚口AFCJr、
4位トーナメント戦（田中カップ）優勝／生瀬SC．
準優勝／若葉FC

平成2８年度 森永カップ

４種委員会より

兼 4年生フットサル大会尼崎予選

Ｕ－１０によるフットサル大会が７月１６日（土） 尼崎スポーツの森で、
市内１５チームが参加して開催。３チームごと５ブロック１次リーグ。
その各１位と２位最上位による決勝リーグの結果、クリアティーバ尼崎Ａと
塚口ＡＦＣＪｒが１１月開催の県大会へ出場します。
フットサル委員会より

第２２回 全日本ユース（Ｕ－１５）
フットサル大会 兵庫県大会
６月１８日（土）加古川市総合体育館で開催のＵ－１５
フットサル大会兵庫大会に参加した尼崎ＦＣは、D組２勝１
敗で２位となり予選リーグ敗退となりました。
リーグ戦結果は、７－１高倉中、３－２高倉中、２－８但馬
ＳＣリベルテ。
フットサル委員会より

平成２８年度バーモンドカップ
第2６回全日本少年フットサル大会尼崎予選

Ｕ－１２によるフットサル大会が５月２１日（土）ベイコム総
合体育館で市内１２チームが参加し開催されました。
準決勝は明倫ｸﾗﾌﾞｴﾚﾒﾝﾂ０－３ＦＣコンパニェロ、
太陽南塚ＦＣ－Ａ１(PK１２－１１）１小田FC、
決勝は太陽南塚ＦＣ－Ａ１－０ＦＣコンパニェロ。
県大会 Ｅグループの太陽南塚ＦＣは、４－１王子、０－４篠
山、０－１芦屋、グループ３位で予選敗退でした。
フットサル委員会より

第1２回兵庫県シニア４０ Ｂブロック３位！・第６回兵庫シニア５０交流大会 ６位！
４月１０日（日）と２４日（日）両日にかけて、第１２回兵庫シニア４０と第６回兵庫シニア５０交流大会が開催されまし
た。兵庫シニア４０ Ｂブロックの尼崎協会はリーグ戦４位、淡路協会と3位決定戦をおこない０－０からPK方式で勝利
してBブロック3位となりました。
兵庫シニア５０は県下から６チームが参加、尼崎協会は５敗で６位でした。
＊参加選手資格：２０１６/4/１時点40歳以上日本協会登録選手及び登録予定者です。
シニア委員会より

平成２８年度夏季県民大会サッカー大会
Ｕ－１７選抜の集大成として開催されています。３部の
尼崎選抜は２部昇格を目指し、７月１７－１８日いぶき
の森など神戸市内などで４試合行いました。
２種技術委員会より

２０１６ 兵庫県トレセンＵ－１５
チャンピオンリーグ
夏休み８月１－３日、 播磨光都で開催のＵ－１５選抜。
２部の尼崎選抜は１部昇格を目指し、播磨光都・太子町な
どで４試合（西宮・県Ｕ１４・芦屋・但馬）行いました。
３種技術委員会より

第１回 中学１年生フットサル阪神選抜大会 開催
昨年まで３５回開催されていました全国選抜大会は、今年から阪神選抜大会へ名称を変更して新た
にスターと。阪神地域より８チームをお迎え開催いたします。新たな大会を引続きご支援願います。
２０１６年８月６日（土）・８月７日（日）ベイコム総合体育館にて
フットサル委員会より

第４８回 尼崎サッカーカーニバル
１０月１６日（日）開催予定

中学１年生フットサル全国選抜大会
ヒストリーが紹介されました。
１９８１年（昭和５６年）第１回大会
小田南中学校体育館で８チームが参加し
て以来、２０１５年第３５回大会まで継
続されていました中学１年生フットサル
全国選抜大会。当初より御尽力いただい
ていました 榮 隆男様（日本フットサ
ル連盟前副会長、Ｆリーグ・フットサル
アンバサダー）によりフットサル専門誌
「フットサルナビ（Ｐ６３）」に、この
大会が生れた背景や大会トッピックス、
歴代の優勝チームのご紹介。そして尼崎
サッカー協会への感謝の言葉でくくられ
ています。是非ご覧ください。

尼崎市制１００周年。その中で４８回目を迎える毎
年恒例の尼崎サッカーカーニバルは、来る１０月１６
日（日）ベイコム記念公園陸上競技場で開催されます。
当日は総勢２０００名を越える尼崎のサッカー愛好家
が集う尼崎サッカー協会の一大イベントです。各チー
ム所属の方々はもちろん、ご家族、お友達をお誘いの
上、是非会場におこし下さい。

フットサル委員会より

尼崎サッカー協会 医事講習会（予定）
今年の医事講習会は、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」をお招きしま
す。テーマは「サッカーでおこりやすい怪我の対応」。
１０月２６日（水）ベイコム総合体育館 地下研修室にて。
医事委員会より

またこのイベントは当日の
朝行われます、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
の直後に行われます。

総務委員会より

ＪＣカップ関西大会（予定）
ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー関西大会がベ
イコム陸上競技場で開催されます。開催地枠として、
予選を勝ち抜いた、尼崎南ＳＣが出場します。
８月６日（土）ベイコム陸上競技場にて。
４種委員会より

尼崎サッカー協会 平成２８年度の活動計画をご紹介いたします。
（１）協会行事

（２）関連行事

４月～９月 第６６回尼崎市民スポーツ祭
６月 他 審判講習会
８月6・7日 第１回中学１年生ﾌｯﾄｻﾙ阪神選抜大会
10月16日
第４８回尼崎サッカーカーニバル
10月～３月 選手権大会（秋季大会）
10月26日
医事講習会
11月6日.
第９回尼崎キッズ・レディースデー
11月27日
第１８回マスターズ大会
11月～２月 第２８回尼崎少年学年別友好リーグ
１月
理事長杯中学１年生大会

６月４日（土）開催の尼崎サッカー協会
定時総会資料より。

フェアープレー賞（チーム）を選定します。
尼崎サッカー協会では、全カテゴリーが参加する市民ス
ポーツ祭を対象として、フェアープレー賞（チーム）を選定
します。 表彰は、秋開催の尼崎サッカーカーニバルの中で
行う予定です。
規律フェアープレー委員会より

４月9･10日
５月3.5日...
５月21日
７月
８月6・7日
８月
９月
10月～11月
12月～３月
１月
10月～12月
２月
２月～３月
３月4･5日｡

第２７回あましん少年サッカー大会
第１回 ＪＣカップ
第２６回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会尼崎予選
県民大会サッカー競技 Ｕ１７（選抜）
第２２回社会人フットサル
県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞＵ－１５（選抜）
第４３回尼崎秋季中学生サッカー大会
第４１回全日本少年大会尼崎予選
第４回尼崎ドリームリーグ2016（中学）
県民大会サッカー競技Ｕ－１６（選抜）
第４７回兵庫県社会人都市対抗大会
第３８回兵庫県都市対抗選抜少年大会
弟１２回兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ－１３
弟１２回ベイコム大会（小学3年以下）

サッカー３級審判目指す方いませんか？
サッカー３級審判を目指しませんか？ 現在４
級審判資格をお持ちの方で、上級レフリーを目指
そうと思っている方は、兵庫県サッカー協会審判
委員会のホームページをご覧下さい。
審判委員会より

J

い向サのの 出きの審度初をの でだ員審校わもと掛 し味てと
と上ッ育審今来こ方判か思始資そすろなを時る何しけ私たをき選私
考にカ成判後、れ々員止っめ格の。うらし代方らてはが。持ま手は
え向ー・委は大まかのめてまを後 と今ての法か限、審 つしと、
てけ協強員、変でら仲よいし取、 い後い顧をの界３判 こたし高
い、会化長尼感続の間うたた得直 うもる問考形を５活 とがて校
ま貢の、と崎謝け励やとよがしぐ 甘関のがえで感歳動 は、サ、
す献競更しサしてまサ思り、、に いわを てサじをを あ特ッ大
。し技にてッて来しッい、審審３ 気っ観リいッ始過始 りにカ学
てレは、カおるなカま大判判級 持ててーたカめぎめ ま審ー、
いベ尼審ーりこどーし変員員審 ち行、グ頃ー、、た せ判を社
きル崎判協まとを協たでは活判 かけ審の、に今選切 んに続会
たの 員会すが頂会が何当動員 らる判主高関後手っ で興け人
。
、
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