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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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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２６年６月７日（土）１６：００より ベイコム総合体育館 地下研修室にて、平成２６年度総会が開
催されました。評議委員全１０６名中、出席２７名・委任状４７、合計７４名により４つの議題が決議さ承認
されました。（過半数５４名）ここに報告させていただきます
１．平成２５年度 事業報告
３．平成２６年度 事業計画（案）

２．平成２５年度決算報告
４．平成２６年度 会計予算（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。

２６年度の活動計画をご紹介いたします。
（１）協会行事
４月～９月 第６４回尼崎市民スポーツ祭
６月 他
審判講習会
８月2・3日 第３４回中学１年生ﾌｯﾄｻﾙ全国選抜大会
10月12日
第４６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29日
医事講習会
11月 2日
第７回尼崎キッズ・レディースデー
11月23日
第１６回マスターズ大会
11月～２月 第２６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

（２）関連行事
４月
あましん少年サッカー大会
５月
第３８回全日本少年大会尼崎予選
9月6･7日
全日本少年フットサル大会尼崎予選
７月
県民大会サッカー競技 Ｕ１７選抜
8月2-3日
第２０回社会人フットサル
８月
県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞＵ－１５（選抜）
９月
第４１回尼崎秋季中学生サッカー大会
11月
第２１回関西小学生大会尼崎予選
12月～1月.. 第２回尼崎ドリームリーグ2014（中学）
１月
県民大会サッカー競技 Ｕ－１６選抜
10月～３月 第４５回兵庫県社会人都市対抗大会
２月
第３６回兵庫県都市対抗選抜少年大会
２月～３月 弟１０回兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ－１３
３月
弟１０回ベイコム大会（小学3年以下）

春の大会

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・・・

ヤンマー尼崎 優勝！
第１７回 兵庫県社会人サッカートーナメント
４月からトーナメント方式の大会に尼崎から２チームが参加。ヤンマー尼崎は３回
戦から登場。１０－０ＦＣ西宮ウィング、４回戦９－１神戸高専サッカー部、準決
勝３－１常夏アミサージ 決勝 3ー1 神戸市役所１９４７の結果でした。
大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞは、１回戦
団の結果でした。

不戦勝 住友ゴムＡ、２回戦 ０－８獨協蹴鞠
１種・社会人委員会より

第10回兵庫県マスターズ（40）Cブロック優勝！・第４回兵庫シニア５０交流大会 ４位！
４月２０日（日）と２７日（日）両日にかけて、第１０回兵庫マスターズと第４回兵庫シニア５０交流大会が、淡路 佐野
運動公園で同時開催されました。兵庫マスターズ（４０）Cブロックの尼崎代表はリーグ戦２位となり、１位・２位決定戦
Ｃ１位北播と対戦。リーグ戦では０－２で敗れていましたが、１－０でCブロック優勝。兵庫シニア５０は県下から５チー
ムが参加、尼崎は１勝３敗で４位でした。
シニア委員会より
＊参加選手資格：２０１４/4/１時点40歳以上日本協会登録選手及び登録予定者です。

２０１４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 ミュートス ベスト１６
Ｕ１５のクラブユースチーム日本一を決めるこの大会。 第29
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６チームが参加しました。ミュートスは1次リー
グ1位、2次リーグ2位。決勝トーナメント一回戦 神野との対戦
は０－２の結果で、ベスト１６となりました。他チームの最終結
果は次の通りです。（明倫クラブ/２リーグ4位) (リゲル/１次
リーグ5位）（立花/１次リーグ4位）（尼崎ＦＣ/2次リーグ4
位）（長洲SC/２次リーグ4位）

Ｕ１８は関西大会から始まります。関西地区から参加した全
１０チームの１つ明倫クラブユースは、Ｂブロックに入りリー
グ戦を戦いました。
Ｂブロック予選は、０－４高田、３－４枚方、１－６Ｗｉｚａ
ｒｄｓ、１１－２レボナ、の結果で4位。全体の8位で修了し
ました。
クラブユース担当より

平成２６年度全国高等学校総体県予選
5月３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。すべての結果は次のとおりです。（武庫之荘２－０加
古川西、１２－０神戸星城、２－３甲南）（市立尼崎０－３柏原）（県尼崎工業０－４西宮東）（尼崎小田１－２神戸高塚）（尼崎双星
０－１三木北）（尼崎稲園１－２長田）（尼崎西０－２伊丹北）（尼崎北０－２川西緑台）（県尼崎１－３須磨翔風）
２種委員会より

中学総体 尼崎予選

FCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ・長洲ＳＣ予選ﾘｰｸﾞ敗退

（第６９回尼崎市中学校総合体育大会）

弟３８回全日本少年サッカー大会兵庫県大会
6月14日・15日三木防災公園で開催の県大会に尼崎から参加し
た第一代表・ＦＣコンパニェロと第二代表・長洲ＳＣ。Ｄブロッ
ク・FＣコンパニェロは２勝１敗で2位、Ｇブロック・長洲ＳＣは３
分で3位。ともに予選リーグ敗退でした。ご声援ありがとうござい
ました。
４種委員会より

１５チーム参加の市内予選は７月５日（土）からトーナメントで
行われ、３位決定戦・決勝が７月１３日（日）ベイコム陸上競技
場で行われました。優勝 南武庫之荘中学校、準優勝 武庫東中
学校、３位決定戦は 大庄北中学校が常陽中学校に競り勝ち、西
宮・伊丹で行われます、阪神大会に進出しました。
３種委員会より

県リーグ戦情報

２０１４兵庫県ルーキーリーグＵ－１３

７月１９日現在
ミュートス：
明倫クラブ：
尼崎ＦＣ ：
立花
：

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。

２部Ｂ10ﾁｰﾑ
３部Ａ11ﾁｰﾑ
３部Ｃ10ﾁｰﾑ
３部Ｃ10ﾁｰﾑ

(1勝0分2敗)
(0勝1分1敗)
(3勝0分0敗)
(0勝1分0敗)

２０１４兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５
高円宮杯 Ｕ－１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１４ 県リーグ

７月１９日現在

Ｕ－１８県リーグに１部に参加している市立尼崎高校は、
１３節を終了し、勝点１４で、９位につけています。
（同大会・阪神リーグも実施中）
７月１９日現在

２０１４年度
兵庫県社会人サッカーリーグ

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）.暫定12位
・・２部Ｂ12ﾁｰﾑ（2勝0分 8敗）暫定12位
・・３部Ａ10ﾁｰﾑ（5勝0分 3敗）.暫定４位
・・３部Ｂ10ﾁｰﾑ（0勝1分 7敗）.暫定10位
・・３部Ｃ10ﾁｰﾑ（4勝0分 4敗）.暫定６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）

尼崎サッカー情報！
第６４回 尼崎市民スポーツ祭 の試合結果・途中経過
４月２０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

長洲ＳＣ

塚口ＡＦＣＪｒ

尼崎南ＳＣ

小学５年生の部

浦風ＦＣＪｒ

クリアティーバ尼崎

明倫クラブエレメンツ

園田ＪｒＳＣ

長洲ＳＣ

塚口中学校

小学６年生の部
中学生の部

高校生の部
ママさんの部

７月２７日（日）サブグランドで決勝予定。

尼崎東ミュートス

園田中学校Ａ

日程調整中。

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

シニアの部
一般の部

７月２７日現在 ベスト８決定。 準決勝・決勝は９月予定）

第８回 尼崎蹴球Anillo ２０１４
今回で８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しています。３２チームを８
ブロックに分け、４チームによるトーナメント戦を行い、各ブロックの順位を決定、
その後順位トーナメントを行いました。各トーナメントの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／ＦＣコンパニェロ．
2位トーナメント戦（田能カップ）優勝／明倫エレメンツ、
3位トーナメント戦（城内カップ）優勝／久米田FC、
4位トーナメント戦（田中カップ）優勝／伊丹南SC．

U-８サッカーリーグ in

尼崎

小学
2年生

U-９サッカーリーグ in

市内８チームが参加して５人制のミニサッカー方法で
開催されました。４チーム・２ブロックによるリーグ
戦の後、順位決定戦を行いました。ブロック１位・ク
リアティーバ尼崎２－１ＦＣコンパニェロ、ブロック
２位・塚口ＡＦＣＪｒ５－１小田ＦＣ、ブロック３
位・園田ＪｒＳＣ３－２武庫ＪｒＳＣ、ブロック４
位・武庫之荘ＦＣ２－０太陽南塚ＦＣ

第２０回 全日本ユース（Ｕ－１５）
フットサル大会 兵庫県大会

尼崎

小学
３年生

市内１４チームが参加して５人制のミニサッカー方法
で開催されました。７チーム・２ブロックによるリー
グ戦の後、上位６チームによる決勝トーナメントを開
催。優勝・尼崎南ＳＣ－Ｂ、準優勝・尼崎南ＳＣ－Ａ、
ベスト４小田ＦＣ、塚口ＡＦＣＪｒの結果でした。
４種委員会より

６月２１日（土）高砂市総合体育館にて、中学世代のフットサル
大会が開催されました。尼崎から参加の「尼崎ＦＣ」はＣ組で予
選リーグを戦いましたが、０勝０分３敗の結果でした。
（１－３芦屋ＳＣユナイテッドＡ、１－３歌敷山中学校、
１－４野々池中学校）
フットサル委員会より

平成２６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。
今年も淡路・佐野運動公園などで開催されました。

２種技術委員会より

２０１４ 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。
各ブロック１位が決勝トーナメントに進出します。

３種技術委員会より

弟３４回 中学１年生フットサル全国選抜大会 開催
全国各地域より１０チームをお迎えする本大会は、本年度で３４回目を迎えます。今年は初日２ブロック総当りによ
る予選リーグ。二日目は初日結果より１～５位チーム、６～１０位ブロックによる総当りを行い、最終順位を決定しま
す。２０１４年８月２日（土）・８月３日（日）ベイコム総合体育館にて
フットサル委員会より

第４６回 尼崎サッカーカーニバル １０月１２日（日）開催！！
毎年恒例の尼崎サッカーカーニバルは、来る１０月１２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。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

第7回 尼崎ｷｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ計画中！
今年も尼崎キッズ・レディースフェスティバルを１１月２日（日）にベイコム
競技場で計画しています。詳細は次号でご紹介します。
キッズ担当より

尼崎サッカー協会 医事講習会を計画中

ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ第24回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会尼崎予選

毎年開催の医事講習会。今年は神戸赤十字病院 副院長
脳神経外科部長 山下 春央先生をお招きして、脳神経に
関する内容を予定しています。１０月２９日（水）ベイコ
ム総合体育館 地下研修室にて開催されます。ふるってご
参加願います。
医事委員会より

来る９月６日（土）・８日（日）ベイコム総合体育館にて
少年フットサル大会 尼崎予選が開催されます。
この大会は、県大会出場１枠を競います。
４種委員会・フットサル委員会より

■フェアプレーとは
1：ルールを正確に理解し、守る
フェアプレーの基本はルールをしっかりと知った上で、それを守ろうと努力することである。
2：ルールの精神：安全・公平・喜び
ルールは、自分も他人もけがをしないで安全にプレーできること、両チーム、選手に公平であること、みんなが楽しくプレーできることを意図して作ら
れているのである。
3：レフェリーに敬意を払う
審判は両チームがルールに従って公平に競技ができるために頼んだ人である。人間である以上ミスもするだろうが、最終判断を任せた人なのだか
ら、審判を信頼し、その判断を尊重しなければならない。
4：相手に敬意を払う
相手チームの選手は「敵」ではない。サッカーを楽しむ大切な「仲間」である。仲間にけがをさせるようなプレーは絶対にしてはならないことである。
（ＪＦＡホームページより）

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。選定基準はイエローカー
ド・レッドカードの少ないことはもちろんですが、
ピッチ外での活動も（グランド設営・片付けやゴミ
処理など）対象となっています。 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

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？ 受験資
格は今までと異なり、各自で申し込みできるよう
になりました。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。

活選 エと内ざ員ま 続しで携十倫タ９ かい少（たポは
動手こピい小り制しまいてしわ年クー名そけう年尼親ー小私
し（れソう学審度たたてチたるあラト（のでのサ崎がツ学が
ま審かー特生判がが同いー。とまブしうチすでッサ私を３サ
す判らド別の講な、時まム高はり」まちー。入カッのさ年ッ
。員もも許公習く当にすに１思ずでし兄ム 部ーカ同せ生カ
）世あ可式会、時審。残かっっすた弟は しチー級よのー
育界りを戦を大は判 りらてと。。４立 たーの生う時と
成にまいは受人ユ活 、はもサそこ組ち こム店のとで出
を通すた審講のー動 今指みッれれ）上 とを店お考、会
念用。だ判し中スも 現導まカかがでげ が創主父え何っ
頭す い可てに審始 在者せーら「ス当 きる）さてかた
にる た能市混判め もとんに三明 初 っとがんいスの

審判委員会より
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