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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

第６３回 尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会４月２８日（日）開幕

春を迎える大会として開催されています、今年で６３回目を数える尼崎市民スポーツ祭
サッカー大会。６つの部（８カテゴリー）に１２０を超えるチームが参加し市内各会場
で熱戦が繰り広げられます。
「１」トーナメント
小学生の部（６年生の部・５年生の部・４年の部）中学生の部・高校生の部・一般の部、
「２」リーグ戦
・ママさんの部・シニアの部

師田会長 平成２４年度 兵庫県体育功労賞を受賞されました。
（兵庫県サッカー協会推薦）
平成２４年度 兵庫県スポーツ優秀選手賞、公益財団法人兵庫県体育協会、公益財団法人兵庫県障害
者スポーツ協会 合同の表彰式が、 去る２月１２日（火）１４：００より 兵庫県公館大会議室にて行われま

した。この 「兵庫県体育功労賞」は、兵庫県下のスポーツ競技団体より推薦された方が対象。サッカー関係
は師田二郎氏が推薦されました。
この栄誉ある賞は、師田会長が
長年にわたり兵庫県サッカー界へ
ご貢献・ご努力の賜物であります。
また尼崎サッカー協会より選ばれ
たことに大変名誉に思います。

ここにご報告させていただきます。

～We will never walk alone～
～Our thoughts are with you～

冬の大会

特集！

冬季期間は、新チームによる大会が目白押し。また、選抜チームによるトレーニ
ングも集中する時期です。尼崎の各チームの戦績をご紹介いたします。

Ｕ－１３尼崎選抜 準優勝
第８回

中学選抜

兵庫県トレセンスーパーリーグﾞ

２月２３日、３月２・３日三木防災、淡路・佐野運動公園にて、各都市 協会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チームでリーグ戦を行いました。Ａグ
ループの尼崎トレセンは、尼崎４－１丹有、尼崎２－１西宮、尼崎３－０但馬、尼崎３－１北
播、で４勝で１位通過。決勝リーグでは、尼崎１－０神戸、尼崎０－０ヴィッセル神戸で、勝
ち点４でヴィッセル神戸と並びましたが得失点差１で、2位となりました。
３種・技術委員会より

社会人尼崎代表 ベスト４
平成２４年度兵庫県社会人都市対抗

社会人選抜

３月２日(土）三木防災公園で開幕しました、社会人都市対抗。尼崎代表は１回
戦 アスパメインで淡路代表に２－１、二回戦 三木防災第二Ｇで但馬代表に１－
０で準決勝に進出。３月９日（土）三木防災陸上Ｇでの準決勝は昨年同様 神戸代
表と対戦。接戦でしたが２－５で敗退しました。
社会人委員会より

Ｕ－１１尼崎選抜 情報
第３５回

少年５年選抜

兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会

２月１０・１１日しあわせの村で開催。１次リーグ３組では
（尼崎・西播磨・丹有・姫路）１分２敗で４位トーナメント一
へ。順位決勝トーナメント１回戦は２－２（PK3-2)北播選抜。１
３位決定戦では０－０神戸Aとなり最終１４位の成績でした。
寒い中ご声援ありがとうございました。
４種・技術委員会より

Ｕ－１６尼崎選抜 情報
第６５回

高校選抜

平成２４年度兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

市立尼崎高校 新人戦県大会ベスト４
阪神地区予選を勝ち抜き 平成２４年度 兵庫県高等学校サッ
カー新人大会に参加した市立尼崎高校は、１月１９日一回戦３－
１育英、２０日１－０報徳、２６日１－１（ＰＫ５－４）三木北、
２７日１－０神戸、迎えた２月２日準決勝では三田学園と対戦。
接戦の末、０－１で敗退、ベスト４となりました。
２種委員会より

エレメンツ尼崎 県大会 １回戦敗退
関西少年ｻｯｶｰ大会 Ｕ－１１

第１９回関西少年サッカー大会県大会は、３月２日（土）西宮浜多目
１月１３－１４日に開催。１３都市協会のＵ１６選抜１３チーム
的グランドで開催。尼崎代表のエレメンツ尼崎は、東播代表の兵庫
にＵ１５県トレセンを加えた１４チームが１～３部に別れての
フットボールクラブと対戦。健闘しましたが、０－６で敗れました。
リーグ戦を行いました。２部リーグの尼崎選抜は２勝１分１敗で
ご声援ありがとうございました。（決勝は兵庫フットボールクラブ２
３位となり２部残留でした。（０－４神戸西、２－０丹有、１－
－０ヴィッセル神戸でした。）
１姫路、１－０芦屋）
４種委員会より
２種・技術委員会より市内予選表彰式

尼崎サッカー協会理事長杯
中学生ｻｯｶｰ大会（Ｕ－１３）ミュートス優勝

ミュートス １回戦敗退
第１５回兵庫県（Ｕ－１３）サッカー選手権大会
２月２日（土）フレスカグランドでの１回戦 東播代表の神野サッ
カークラブと対戦。健闘しましたが、０－３で敗退しました。ご声援
ありがとうございました。（決勝はヴィッセル神戸３－０ヴィッセル
伊丹でした。）
３種委員会より

市内Ｕ１３世代の２１チームが参加し、各中学校グランドにて開催さ
れました。決勝戦は１月１３日（土）ベイコム競技場で開催。立花
ヴィヴォーリオ１－３ミュートスの結果でした。
３種委員会より

県リーグ戦情報

２０１２兵庫県ルーキーリーグＵ－１３
尼崎から３チームが参加したこのリーグは、Ｕ－１３世代での拮 １部 （10チーム）：尼崎東ミュートス
抗した長期的なリーグ戦を実現するために開催されています。 ２０ ３部Ａ（11チーム）：明倫クラブ
１２年度の最終成績をお知らせします。 （１月１５日現在）
３部Ａ（11チーム）：南武庫之荘中学

高円宮杯ｰＵ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１３ 県リーグ
県Ｕ１８県リーグは１部・２部制。２回戦総当りに移行。２部
へ参加の尼崎から参加の市立尼崎高校は、３月１０日現在、４勝
と順調な滑り出しです。

９位（1勝1分7敗）
６位（4勝6敗）
10位（2分8敗）

２０１３兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５
尼崎東ミュートス・・・２部Ｂ（２勝１分２敗）暫定６位
尼崎ＦＣ
・・・３部Ｃ（４勝１分）.
暫定１位
明倫クラブ
・・・３部Ｃ（１勝２分２敗）暫定７位
長洲ＳＣ
・・・３部Ｃ（３勝２分）.
暫定３位
３月２４日現在

２０１３年度
Ⅰ部「ヤンマー尼崎」
兵庫県社会人サッカーリーグ ４月 ７日 龍野ＦＣ（播磨都光）、４月１４日ＦＣ西宮（ヤンマーＧ）
４月２１日神戸ＦＣシニアＢ（三木防災）、４月２８日姫路獨協蹴鞠団（姫路
4月7日開幕
獨協）、５月以降も毎週開催、６月２日が前期最終戦です。

尼崎サッカー情報！
この冬から初春に尼崎各所で開催されました、サッカー関連情報をお知らせします。

平成２５年（2013年）尼崎サッカー協会

新年会

開催！

１月１３日(日）尼崎サッカー協会の新年会がＪＲ尼崎駅前の「ホテルホップイン」で盛大に開催
されました。今年も１５０名ものサッカー関係者で埋め尽くされました。 尼崎サッカー協会 師田会
長の挨拶で始まりました新年会は、ご多忙の中ご来賓の方々（尼崎市教育委員会、尼崎東ロータリー
クラブ、尼崎南ライオンズクラブ、ヴィッセル神戸、デウソン神戸、（株）ニチレク、兵庫県サッ
カー協会、ヤンマーＯＢ会のご臨席頂きました。中谷理事長による乾杯のご発声で開宴。昨年に引き
続きゲストには尼崎出身でサッカー選手もであるミュージシャン「下村 隼人さん♪」をお招きして
素敵な唄の披露がありました。景品ご協賛いただきました関係各位・団体の皆様 ありがとうござい
ました。
総務広報委員会より

平成２４年度 尼崎市体育協会会長杯サッカー大会
兼 尼崎市長旗選手権大会サッカー大会 全カテゴリー終了しました。
第３５回 尼崎市秋季少年サッカー大会
兼第４５回兵庫県少年サッカー選手権大会尼崎予選
兼第１９回関西少年大会尼崎予選

・U12（６年生以下）ｴﾚﾒﾝﾂ尼崎・U10（４年生以下）FCｺﾝﾊﾟﾆｭｴﾛ
・U11（５年生以下）エレメンツ尼崎

第３９回 尼崎市中学生秋季サッカー大会
兼第４６回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎予選・U15 尼崎FCＪｒ
平成２４年度

尼崎市高等学校サッカー選手権大会

・２４年度未開催。（兵庫県２種リーグ実施のため）

第２０回

尼崎市ママさん秋季サッカー大会

・太陽南塚バンビーナ

第１２回

シニア秋季サッカー大会

・「市役所、チタニウム」

第４７回

尼崎市サッカー選手権大会兼市長旗大会

・FC

第２０回 ママさん秋季大会
太陽南塚バンビーナ優勝

BREEZE

第１２回シニア秋季リーグ 市役所・チタニウム優勝
第１２回シニア秋季サッカー大会は、
２つのリーグ戦、順位決定戦すべて終了
しました。

今回の大会の結果は以下のとおりです。
１位
２位
３位
４位
５位
６位

太陽南塚バンビーナ
武庫之荘グリーン
明倫マミーゴ
長洲ハナコ
.
プリマベーラ塚口
女子委員会より
武庫バレンシア

１位市役所・チタニウム
３位オズシニア
５位パウリスタ
７位パピーゴ

シニア委員会より

第２４回少年学年別ｻｯｶｰ友好リーグ閉幕
塚口AFC

VS武庫之荘ｸﾞﾘｰﾝ

優勝 長洲ＳＣ

「青少年道徳教育」尼崎南ライオンズ
クラブ会長杯争奪戦 ２４回大会は、２月
１７日（日）ベイコム総合体育館・格技
場で閉会式を迎えました。当日は会場周
辺に献血車を配置し、献血活動を推進い
たしました。献血にご協力いただきまし
た、各チームの関係者・お友達の方々へ
お礼申し上げます。尼崎南ライオンズク
ラブ各位様ありがとうございました。
４種委員会より

尼崎サッカー選手権 FC

BREEZE

２位県武庫ＯＢ
４位リサイクルズ
６位尼北愛好会
８位尼シニア

優勝

第４７回尼崎市長旗杯、尼崎体育協会会長杯を争う、尼崎市
サッカー選手権大会、決勝戦はFC BREEZEと尼北ｸﾗﾌﾞが対戦。
３－３スコアーよりPKで（５－４）でFC BREEZEが優勝しま
した。
社会人委員会より

高円宮杯ｰＵ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１３ 阪神リーグ開幕
昨年から２種世代のリーグ戦の再編成が全国的に行われています。
兵庫県Ｕ１８県リーグ１部・２部、そして地区リーグが再編されまし
た。阪神リーグ１部・尼崎北高校、２部・尼崎稲園高校、尼崎双星高
校・武庫荘総合高校、３部・尼崎小田高校、明倫クラブ、４部・県立
５回戦ＫＡＮＥＫＡ戦より（三木防災）
尼崎工業高校、尼崎西高校、県立尼崎高校、市立尼崎高校Ｂ。

第２２回あましん杯少年ｻｯｶｰ大会尼崎予選
２月２日（土）サブグランド 魚つり
Ｇ、２月３日（日）サブグランドにて、
第２２回あましん杯尼崎予選が行われま
した。準決勝第一試合は長洲ＳＣ２－１
尼崎南、第二試合 クリアティーバ１－
０エレメンツ尼崎。この勝者は４月２
０・２１日開催の阪神大会に進出します。
（決勝戦は長洲１－０クリアティーバ）

４種委員会より

第８回ベイコムジュニアサッカー大会
ﾍﾞｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ主催によるＵ-９世代のトーナメント大会。１月
１９日・２０日の２日間に渡りベイコム競技場で１５チームが
参加し開催されました。決勝は長洲ＳＣ５－０ＦＣコンパニェ
ロの結果でした。
４種委員会より

2012年度 第10回兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽﾘｰｸﾞU-17大会
兵庫県のクラブユース５チームによるこの大会の優勝チームは、第
１５回兵庫県サッカー選手権大会（天皇杯兵庫代表決定戦大会） ２
種代表戦へ出場します。１月２７日、２月１７日いぶきの森で開催。
明倫クラブはリーグ戦３位でした。
（結果：１－３センアーノ神戸。１－１エストレラ津田。
０－５エストレラ姫路 ）
２種委員会より

平成２５年度

尼崎サッカー協会定時総会

６月１日（土）開催！

この総会は年一回定期的に開催されている、本協会の最高決議機関です。内容は前年
度の活動報告と決算報告、本年度の活動計画と予算提案、役員改選などを討議。それぞ
れが尼崎サッカー協会に参画されている、すべてのチーム関係者代表の出席者及び委任
状を元に決議されます。
是非ご参加下さい。
総務委員会より

サッカー４級審判 新規講習会のお知らせ

第２２回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会
阪神大会のお知らせ

＊日時

阪神地区から選出されまました１２チームが集結し、４月２０
日（土）・２１日（日）ベイコム競技場で開催されます。尼崎か
らは、長洲ＳＣ、クリアティーバ尼崎が参加します。
４種委員会より

第３７回全日本少年サッカー大会
尼崎予選のお知らせ

６月９日（日）（時間未定）

＊会場 ベイコム総合体育館
＊申し込み、

地下研修室
から。 審判委員会より

第１６回 兵庫県社会人サッカーﾄｰﾅﾒﾝﾄまもなく

このトーナメントは、４月から７月までの長期にわたり、トー
小学生世代の日本一競う第３７回全日本少年サッカー大会尼崎
予選（８人制）は４月２８日から５月６日（予定）で開催されます。 ナメントで開催されます。尼崎からの参加は２チームです。
大阪チタニウムテクノロジーズ（４月２８日１回戦）
上位２チームは、６月８・９・１５日に開催予定の県大会（全３２
ヤンマー尼崎.
（６月２３日４回戦より出場）
チーム・三木防災）へ出場します。
４種委員会より
社会人委員会より

第９回兵庫県マスターズ（O-40）(O-50)大会
ｉｎ淡路佐野のお知らせ
４月２１日・２８日淡路・佐野グランドにて兵庫県下の都市
協会シニア（４０歳以上）と（５０歳以上）の交流戦が開催さ
れます。今年も活躍に期待してください。
シニア委員会より

小中交流試合が開催されました。

報告

尼崎サッカー協会では、３・４種の小中交流試合を年１回２月
に開催しています。今年度は２月３日（日）実施しました。この
交流試合を通して選手同士の交流はもちろんのこと、指導者同士
の交流も目指しています。来年度はより多くのチームが参加でき
るよう、回数を増やして実施する予定です。
技術委員会より

第２８回兵庫県クラブユースサッカー選手権
（Ｕ－１５）大会のお知らせ
第２８回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会兵庫予
選であるこの大会は、４月上旬から５月中旬にかけ県下各地で開催さ
総務委員会より
れます。上位８チームは、関西大会の出場権が得られます。
クラブユース担当より

第３７回日本クラブユースサッカー選手権
（Ｕ－１８）大会 関西地域予選
第３７回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会 関西
地域予選は、４月中旬から６月中旬にかけ関西地区各地で開催されま
総務委員会より
す。明倫クラブが出場予定です。
クラブユース担当より

指導者として相応しい指導方法の徹底について
公益財団法人日本サッカー協会より、表題の件について２０１３年１月２９日付で情報配信されました。ＪＦＡ２００５年宣言では、
「サッカーの普及に努め、スポーツをより身近にすることで人々が幸せになれる環境を作り上げる」というビジョンを掲げております。
各チームの指導者の方々におかれましては、選手の育成指導において技術指導だけでなく、人としての成長、人間教育に関わっているこ
とを理解されると思います。今後も責任のある行動と自覚をお持ちいただき関わっていただけますようお願いいたします。
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