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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/

第４６回尼崎サッカーカーニバル
１０月１２日（日）開催！
兵庫サッカーデー

in

尼崎

第４６回尼崎サッカーカーニバルは、１０月１２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。

ヤンマー尼崎 全国大会出場
第２１回 全国クラブチームサッカー選手権大会
初戦は１１月１日（土）１３：００VSトヨタ自動車北海道サッカー部
兵庫県大会 ８月１７日（日）初戦 太子ＦＣに１５－０での勝利を皮切りに順調に勝ち上がり、９月７日（日）県大
会決勝で、ＦＣ西宮１９６７に ３－１で勝利し関西大会へ進出しました。
９月１４日（日）五色アスパグラウンドで京都伏見蹴友会と対戦。
ヤンマー尼崎（前半１－１）（後半２－１）３－２で勝利し関大ＦＣ２０１０と
共に１１月１日～４日東京で開催の全国大会に出場を決めました。
（前年大会で龍野ＦＣが全国優勝したため、本年度は関西から２枠）
１１月１日（土）東京・駒沢陸上競技場で１３：００から
トヨタ自動車北海道サッカー部と対戦します。
ヤンマー尼崎にご声援よろしくお願いします。

（この写真は兵庫県大会優勝時）
社会人委員会より

夏・初秋の大会

特集！

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・・・

６年以下（U-12）ＦＣコンパニェロ
兼第４７回 兵庫県少年サッカー大会 尼崎地区予選 ４年以下（U-10）長洲ＳＣ
第３７回尼崎秋季少年サッカー大会

９月から始まりました少年秋季大会。９月１４日（日）快晴のベイコム競技場にて６年生以下
の部及び４年生以下の部 決勝が行われました。４年生以下の決勝は長洲ＦＣ４－１フィオー
レ尼崎。６年生以下の決勝は、ＦＣコンパニェロＶＳ尼崎南ＳＣは１－１で延長戦へ。その延
長後半終了間際にＦＣコンパニェロが１点をあげ、、２－１でＦＣコンパニェロが優勝しまし
た。この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月１５日（土）・１６日（日）明石地区で開
催予定の第４７回兵庫県少年サッカー大会へ出場します。ご声援よろしくお願いいたします。
４種委員会より

ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ第２４回全日本少年フットサル
尼崎代表は「ＦＣコンパニェロ」
尼崎予選は９月６日（土）・７日（日）ベイコム総合体育館で開催されました。準決勝第一
試合 太陽南塚ＦＣ１－１長洲ＳＣ（ＰＫで太陽南塚ＦＣが勝利）、準決勝第二試合 ＦＣコ
ンパニェロ５－０尼崎南ＳＣ－Ｂ。決勝戦は、太陽南塚ＦＣ ０－４ ＦＣコンパニェロ。優
勝したＦＣコンパニェロは、１０月２５-２６日加古川市立総合体育館での県大会に出場します。
フットサル委員会より

第４１回尼崎市秋季中学生サッカー大会
兼

第４８回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

尼崎東ミュートスと園田中学校が尼崎代表に！

８月３０日スタートした市内予選は、２２チームによるトーナメント。若草中学校で行われた準決勝第一試合は園田中VS武庫東中は園田
の勝利。準決勝第二試合 尼崎東ミュートスVS長洲ＳＣは尼崎東ミュートスの勝利。決勝戦は、尼崎東ミュートスVS園田中学校は尼崎
東ミュートスが勝利し第一代表となりました。９月２８日（日）から開催の、第４８回兵庫県中学生（Ｕ－１５）サッカー選手権大会の
結果は、尼崎東ミュートス１－４龍野ＦＣ（サンブロススポーツフィールド・西播磨）、園田中１－２関西学院中（西宮浜多目的Ｇ）。
県大会上位４チームには「高円宮杯第２６回全日本ユース(Ｕ－１５）サッカー選手権大会・関西大会予選、出場資格が与えられます。
３種委員会より

兵庫県高等学校サッカー選手権大会

阪神地区予選

8月からの予選リーグを勝ち上がった「尼崎双星高校」と 総体シードの「市立尼崎高校」の２チームが兵庫県高校サッカー選手権
県大会（中央大会）へ進出します。
２種委員会より

第１２回 関西ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ地域ﾘｰｸﾞ（Ｕ－１８） 明倫クラブユース
関西各地域で第１２回関西クラブユース地域リーグＵ－１８が９月に行われました。
Ａブロックの明倫クラブは、０勝０分４敗で５位の結果でした。
（予選リーグの結果）
０－６ 神戸ＦＣ。１－５ Ｔフジタ枚方。０－７Ｗｉｚａｒdｓ。０－８センアーノ神戸
クラブユース担当より

県リーグ戦情報

２０１４兵庫県ルーキーリーグＵ－１３
尼崎からは４チームが参加しています。
２０１４年度の途中経過をお知らせします。

高円宮杯 Ｕ－１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１４ 県リーグ
Ｕ－１８県リーグに１部に参加している市立尼崎高校は、
１８節を終了し、勝点１９で、８位につけています。
（同大会・阪神リーグも実施中）
９月２１日現在

２０１４年度
兵庫県社会人サッカーリーグ

ミュートス
明倫クラブ
尼崎ＦＣ
立花

９月２１日現在
：
：
：
：

２部Ｂ
５位
３部Ａ
４位
３部Ｃ
３位
３部Ｃ １０位

（２勝０分２敗）
（３勝１分１敗）
（４勝０分０敗）
（０勝１分１敗）

２０１４兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５
９月２１日現在

長洲ＳＣ
尼崎ＦＣｒ
ミュートス
明倫クラブ
Ｒｉｇｅｌ

・・２部Ａ12ﾁｰﾑ（0勝0分11敗）. １２位
・・２部Ｂ12ﾁｰﾑ（2勝0分 9敗).. １２位
・・３部Ａ10ﾁｰﾑ（6勝0分 3敗）
４位
・・３部Ｂ10ﾁｰﾑ（1勝1分 7敗）
９位
・・３部Ｃ10ﾁｰﾑ（5勝0分 4敗）
５位

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」
第９節修了現在。１位 勝点２３（７勝２分０敗）
＊クラブチームサッカー選手権予選参加のため１０節・１１節は延期）

第３４回中学１年生フットサル全国選抜大会

無事終了！

８月２日（土）３日（日）ベイコム総合体育館にて、大阪・兵庫・愛
媛の各地より１０チームが参加して開催されました。初日は５チームに
分かれてのリーグ戦で順位を決定。二日目は各ブロック３位の成績上位
を含む５チームと、６位～１０位に別れリーグ戦を行いました。優勝は
西宮ＳＳＪｒ（２勝２分勝ち点８）。準優勝は伊丹ＦＣＪｒ（２勝１分
１敗勝ち点７）３位は尼崎ＦＣＪｒ（２勝１分１敗勝ち点７）（２位と
３位は得失点差による）。この大会が今年で３４回を迎えることができ
ましたのも、尼崎体育協会、関係各団体、協賛各社、そして連日お手伝
いいただいた、多くのスタッフの方々のご支援によるものです。来年も
よろしくお願いいたします。
４位DREANFC、５位三田学園中学校、６位明倫クラブ、７位氷上中学校、
８位拓南クラブ、９位此花中学校、１０位大庄中学校。
フットサル委員会より

尼崎

シニア委員会

特集！

今回は、尼崎サッカー協会・シニア委員会のご紹介です。
尼崎市内には、９つのシニアチームが活動しています。チーム
紹介と主な活動についてご紹介いたします。
・ 尼崎シニアサッカークラブ・ＰＡＵＬＩＳＴＡ FC・
・尼崎市役所シニアＦＣ・チタニウム・パピーゴＦＣ
・県立武庫之荘高校サッカー部ＯＢクラブ・尼北愛好会
・リサイクルズ・ オズシニア
（ハンドブック掲載順）

尼崎市体育協会会長杯、
尼崎市長旗総合開会式 開催！
尼崎市体育協会所属の各団体が一堂に集結し、総合
開会式が９月１４日（日）ベイコム総合体育館で開催
されました。今年の尼崎サッカー協会の行進は、ママ
さん２５名にて行いました。（明倫マミーゴ６名、武
庫之荘グリーン５名、長洲ハナコ５名、塚口プリマ
ベーラ２名、武庫バレンシア３名、太陽南塚バンビー
ナ４名）

●「尼崎市民スポーツ大会」⇒ ４月よりスタート（リーグ戦）
●「兵庫県マスターズ」(Ｏ－４０)(Ｏ－５０)⇒４月（リーグ戦）
●「兵庫県都市協会交流大会」⇒９月
●「尼崎市体育協会 会長杯サッカー大会 尼崎市長旗選手権大
会サッカー大会」⇒１０月よりスタート（リーグ戦）
●「マスターズインあまがさき選手権(Ｏ５０)（Ｏ６０)⇒１１月

第６４回 尼崎市民スポーツ祭
結果 及び 途中経過とフェアープレー賞
春から開催しています、市民スポーツ祭は順調に日程を終了。
試合終了したカテゴリーからフェアープレー賞も決定しています。
ママさんの部 リーグ戦

一般の部 優勝 尼北クラブ

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

クリアティーバ尼崎

長洲ＳＣ

塚口ＡＦＣＪｒ

尼崎南ＳＣ

園田ＪＳＣ

５年生の部

浦風ＦＣＪｒ

クリアティーバ尼崎

明倫ｸﾗﾌﾞｴﾚﾒﾝﾂ

園田ＪｒＳＣ

上記

４年生の部

ＦＣコンパニェロ

明倫ｸﾗﾌﾞｴﾚﾒﾝﾂ

尼崎南ＳＣ

－

上記

中学生の部

尼崎東ミュートス

園田中学校Ａ

長洲ＳＣ

塚口中学校

園田中

高校生の部

日程調整中。

ママさんの部
シニアの部
一般の部

－

武庫之荘グリーン

明倫マミーゴ

太陽南塚ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ

長洲ハナコ

太陽南塚ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ

オズシニア

チタニウム

リサイクルズ

ＰＡＵＬＩＳＴＡ ＦＣ

ＰＡＵＬＩＳＴＡ ＦＣ

尼北クラブ

尼崎市役所ｻｯｶｰ部

日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｻｯｶｰ部

－

尼崎 社会人フットサル大会２０１４

尼北クラブ
フットサル委員会より

８月２日（土）３日（日）とベイコム総合体育館にて１２チームが 参加，夕方から夜の時間帯で行われました。

優勝／日本スピンドル。準優勝／日鐵住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ．３位／甲武クラブ
４位／尼北クラブ．５位／尼崎ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ。６位／ ＦＣ ＺＯＤＩＡＣ。
７位／尼崎市役所．８位／ＦＣパラダイス．９位／神崎高級工機．１０位／タクマＦＣ．１１位／ ＦＣ ＦＩＲＥ。１２位／武庫川同好会．

１０月２９日（水）医事講習会開催！「サッカーにおける頭部外傷と熱中症」
皆さんが練習や試合で直面しているこのテーマについて、今年は神戸赤十字病院 副院長 脳神経外科部長 山下晴央先生
をお招きして 開催されます。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２９日 水曜日 １９：００～２０：３０
医事委員会より

◆ベイコム総合体育館地下１Ｆ研修室

尼崎キッズ・レディースデー

１１月２日（日）開催

今年で７回目を迎える尼崎キッズ・レディースデー。秋深まる１１月２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。Ｕ－１２（３年生から６年生）と、中学生以上・子供の保護者など。
●上記に関する お申し込み方法・お問い合わせは
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
携帯０９０－８１６８－７５２２ ＦＡＸ ０６－６４２７－５９３８

キッズ準備室・女子委員会より

マスターズ２０１４ インあまがさき選手権 １１月２３日（日）開催
第１６回目を迎えるこの大会は、１１月２３日（日）ベイコム陸上競技場にて開催します。今回は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１６回2014あまがさきマスターズ５０
兼 第６回ネルソンカップ

第２回2014あまがさきマスターズ６０
兼 第４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」

サッカー４級審判 新規・更新講習日程
２０１５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。

第２６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は、１１月下旬もし
くは１２月上旬にベイコム陸上競技場にて行われます。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。

ふるって受講よろしくお願いいたします。
２０１５年 ２月予定 次回詳細連絡

審判委員会より

４種委員会より

少年

各世代大会情報

４種委員会より

■3年生８人制大会

■５年生大会：フットサル大会

２０１４年１１月２日（土） 午後 ベイコム陸上競技場
キッズレディースデー終了後に開催します。

２０１４年１０月５日（日）

■5年生：秋季大会 兼

■Ｕ－１０（４年生以下）兵庫県少年フットサル大会
尼崎予選 ・・・２０１４年１１月９日（日）＊兼 森永カップ
兵庫県大会・・・２０１４年１１月２３日（日）２４日（祝・月）

関西小学生尼崎予選

予選を年内、決勝トーナメントを年明けに予定しています。
（日程は現在調整中です）

第４５回兵庫県社会人都市対抗サッカー大会 開幕！
今年の初戦は１０月からスタート。来年３月８日（日）の決勝を目指して、１３都市協会代表チームが戦います。
尼崎代表の初戦は、北播代表と１０月１２日（日）１１：３０キックオフ。（神鍋高原グランドにて）
今年の代表はいつもより合同練習を多くこなし、優勝を目指しています。ご声援よろしくお願いします。

社会人委員会より
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