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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８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２５０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。今回は尼崎市制１００周年にちなんでフェスティバル後半に『子供１００人ｖｓ大人１１人』のゲーム
が開催されました。ゲストに尼崎出身の元Ｊリーガー 朴 康造（パク カンジョ）氏が参加され、元気ママ達も
一緒に楽しみました。また保護者向け講習として『子供の熱中症対策・水分補給について』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４７回 尼崎サッカーカーニバル 開催されました。
尼崎サッカー協会の最大事業である第４７回尼崎サッカーカーニバル
が秋晴れの中１０月１８日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上
競技場）にて開催。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。今回は８０歳で現役を続けられ
ています蔵顧問に特別表彰を行いました。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。
総務広報委員会より

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。

FCコンパニェロ・尼崎南ＳＣ ベスト１６
第３９回 全日本少年サッカー大会 兵庫県大会
春から秋に移管した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14-15
日に三木防災公園でトーナメントで開催。FCコンパニェロは、マリノFCに３－０、加古川神野
SCアミサージJrに２－１、エスペランサFCに２－３．尼崎南SCは、エストレラ津田SCに１－０、
宮本FCに４－１、ジンガ三木SCに１－５。ともにベスト１６の結果でした。
尼崎南（赤）ＶＳジンガ三木ＳＣ
４種委員会より

尼崎南ＳＣ ベスト４
第７回 関西スーパーカップ 第４８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尼崎南は、１２月１２日（土）･１３日（日）と加古川 日岡山グランドで開催された兵庫県少年サッカー大会
へ参加。1回戦 西宮第一代表の西宮ＳＳに２－１、2回戦 姫路代表の 安室SCに４－２で勝利。翌日の準決勝で東播第一代表の兵庫Ｆ
Ｃと対戦、１－５で敗退しました。３位決定戦は西宮代に代表の西宮少年ＳＣに０－１の結果で４位となりました。
４種委員会より

尼崎南SC ベスト８
第５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２８日（土）・２９日（日）に姫路みなとドームで開催されました。尼崎から参加の第一代表
尼崎南SCは、１次リーググループAを２勝１敗（２－０自由が丘SC、３－０エストレラ白鳥FC/A、２－３長尾WFCブルー）で１位通
過。翌日の２次リーグⅠグループ１勝１敗（０－５西宮SC、７－２猪名川FC）で２位で終了しました。第二代表の塚口AFCｊｒは１次
リーググループⅠで３敗（２－３駒ヶ林、１－３龍野JSC損西東、２－３村林サンフォレスト）の結果でした。
フットサル委員会より

市立尼崎 ベスト８
平成２７年度兵庫県高等学校サッカー選手権大会
第９４回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県予選を兼ねるこの大会は県下予選より４８チームが
参加。市立尼崎高校は２回戦から登場。須磨翔風高校に４－０、３回戦 報徳高校に３－１、3準々決
勝は10月31日に三田学園と対戦、健闘するも０－１で敗退しました。市立尼崎双星は、一回戦 宝塚
高校に２－１、2回戦は北須磨高校に３（PK4-5)3で敗退。尼崎小田高校は、１回戦 社高校に０－４
で敗退。
２種委員会より

第50回 関西府県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ決勝大会
兵庫県第二代表の「ヤンマー尼崎」は1次リーグ第一戦 和歌山
県代表の紀北蹴球団に１（ＰＫ４－５）１で惜敗。第二戦 大阪
府代表の St｡Anderw’Ｆ.Ｃと対戦し
２－３。勝ち点１の
結果で敗退しました。
１種・社会人委員会より

尼崎双星（青）ＶＳ宝塚

平成27年度 兵庫県都市ﾘｰｸﾞ決勝大会
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２７年兵庫県下社会人都市リーグ決勝大会。尼崎か
らは昨年に続き「大阪チタニウムテクノロジーズ」が参加。１１月
８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。 ０－５のスコアーで敗退しました。
１種・社会人委員会より

２０１５県リーグ戦情報

Ｕー１２トップリーグ
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市立尼崎高校

： １部

３位 （８勝４分６敗）

ヤンマー尼崎

： １部

２位

（最終順位）

ルーキーリーグＵ－１３
（１２月２３日現在）

Ｕ－１５トップリーグ
（日程終了）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ
（日程終了）

兵庫県社会人サッカーリーグ
（日程終了）

勝点３４

尼崎のサッカー情報！
第１７回マスターズ２０１５ IN あまがさき選手権 １１月２２日（日）開催
■あまがさきマスターズ５０ 兼第７回ネルソンカップ 優勝 リサイクルズ
■あまがさきマスターズ６０ 兼第５回モロタカップ
優勝 尼崎レッズ
マスターズ６０

マスターズ５０

第１７回目を迎えるこの大会は １１月２２日（日）ベイコム競技場（尼崎市記念公園陸上競技場）にて開催。マスターズ６０には尼崎
レッズ（尼北愛好会・パウリスタ・市役所・オズシニア）、尼シニア６０、リサイクルズ６０、女子選抜ボニートの４チーム。マスターズ
５０にはAチーム（オズシニア・市役所）Bチーム（パウリスタ・チタニウム・尼北愛好会）Cチーム（パピーゴ・大庄北・尼シニア・県武
庫）とリサイクルズの４チーム。楽しく、熱くボールを追いかけました。
シニア委員会より

「スポーツ外傷からの早期復帰に向けて」
医事講習会開催しました。
今年は講師に「ガンバ大阪チームドクター・高島整形外科理事
長 高島孝之先生」をお招きして、尼崎サッカー協会 医事講習
会が１０月２８日水曜日19:00～20:３0 ベイコム総合体育館・
地下１Ｆ研修室で１５０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高島
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。高島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

武庫荘総合高校 優勝

第２７回学年別友好リーグ
開会式を行いました。
１１月２９日（日）ベイコム競技場
（尼崎市記念公園陸上競技場）にて、
第２７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。

塚口さんさんタウン献血
ルームへＧＯ！
４種委員会より

市内Ｕ－１８世代10チームが参加して開催されます大会は、２０１５年

平成２７年度 ２種 尼崎市選手権大会 １１月３日～２２日に開催。決勝は武庫荘総合高校２（PK５－３）２尼崎工
業高校の結果でした。

（市スポとして開催）
２種委員会より

２０１５・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。

小園中学校３位 平成２７年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会（3種）
第３５回兵庫県中学校サッカー新人戦大会予選を兼ねるこの大会に、尼崎市内予選を勝ち上がった「尼崎朝鮮」「小園
中学校」「大庄中学校」３校が参加。阪神中学校新人大会サッカー競技に出場（全１６チーム）。小園中学校は一回戦
伊丹西に３－０、山手台中学校に４－１、準決勝は 関西学院に０－１の結果で３位。尼崎朝鮮は１回戦で宝塚第一中学
校に２－０、二回戦では大社に１（ＰＫ２－３）１で惜しくも敗退。大庄中学校は一回戦 安倉に０－３で敗退しました。

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４チームが参加したこの大会は、１１月初旬から開催。予選リーグの成績と決勝トーナメントの結果をお知
らせします。＊予選リーグ「明倫クラブ・Ｂ組２位（３勝１分２敗）」「尼崎ＦＣ・Ｄ組４位（３勝２敗）」「ミュート
ス・Ｅ組６位（１分４敗）」「長洲ＳＣ・Ｈ組４位（２勝３敗）」。決勝トーナメント１回戦：尼崎ＦＣ０－１エベイユ。
明倫クラブ１－３ＣＡＬＤＩＯ。長洲ＳＣ０－１７ヴィッセル神戸の結果でした。

小田ＦＣ優勝
関西少年サッカー大会（Ｕ－１１）（４種）
第２１回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、尼崎市秋季
大会５年生の部は１１月１６日スタート。決勝は小田ＦＣ
１－０ＦＣコンパニニェロの結果でした。県大会は２月２
７・２８日、３月５日開催予定です。

高校生･新人戦 阪神地区予選 （２種）
平成２７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

２０１６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：２０１６年１月３１日（日）２月１３日（土）
新規：２０１６年１月３１日（日）２月１３日（土）

・日時：２０１６年１月９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５０回 尼崎市社会人サッカー選手権大会
兼 市長旗大会
（１種）

第２５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２５回を数えます。尼崎予選
は１１月よりリーグ戦で開催中。
阪神大会は、新年度４月９～１０日に、尼崎で開催予定。

今年度は市内２８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。

尼崎市理事長杯中学生ｻｯｶｰ大会(U13) （３種）

２０１５年度 尼崎ドリームリーグ（３種）
昨年度より始まりました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１９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１６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４６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。
３部の尼崎選抜は１月１６・１７日三木防災第三球技場にて。

第２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。
１部の尼崎選抜は１２月５日、６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１月３１日（日）に加古川 日岡山グランドで明石代表と
対戦予定。決勝は３月６日（日）アスパ五色にて。

第１０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。
２部の尼崎選抜は１部目指して２月２２日、２８日、３月１日リー
グ戦を行います。

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
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
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
２月１３・１４日に開催。寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げらます。 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
県トレセンの選考会も兼ねています。
よう、また、技術指導のつながりを目指し開催いたします。

第１０回 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ兵庫 開催

２０１６年１月２３日（土）０９：００～１７：００ 灘高校にて。
今回は、尼崎サッカー協会・３種 小寺山技術委員長が 「１３ＦＡ活
動報告」についてプレゼンいたします。
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、２０１６年２月開催予定です。

後さ是ち てめこ資仕でをさ生 人が出１大年忘 高為がるし
とせ非上今頑現の格方は教んチで生変来点会生れサ校、始サが１
もた、げ後張在経がないえのーももわな差地のらッは小まッき０
よい皆るはっは験後くいる子ムこ変っかで区時れカＧ学りカっ歳
ろと様準フてフをに取思こ供ののわてっ負予のなーＫ生でーかの
し思の備ッおッ元、得いと達指経っいたけ選高い人の時しチけ時
くっおをトりトに色し出がに導験てれ事て決校出生ポ代たーでに
おて力しサまサ審々たで出出者がいばで全勝サ来のジは。ム人同
願おをてルすル判なサす来会とそた私す国戦ッこ中ジＤ背に数級
いり借おリ。委委経ッ。たいなのでの。大にカとでョＦが入足生
しまりりー 員員験カここサり後しサこ会おーが、ン、高部りの
ますてまグ 長長をーのとッ、、ょッのにい選高絶で中かしな引
す。成すを とをし審時がカた小うカ結出て手校対し学ったくっ
。今功。立 し務て判に今ーく学。ー果場、権３にた・たのな越
、
。
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