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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
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第４４回 尼崎サッカーカーニバル
１０月１４日（日）開催！
兵庫サッカーデー in 尼崎

第４４回尼崎サッカーカーニバルは、１０月１４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。

尼崎東ロータリークラブ杯
第３２回中学１年生フットサル全国選抜大会

開催しました。

酷暑の８月４日（土）５日（日）ベイコム総合体育館にて、今年も東京・松山・大阪・兵庫各地より１２チームが参加し
て開催されました。今年も初日開会式直後には 東ロータリークラブ様のご好意により、Ｆリーグから２チーム「シュライ
カー大阪」と「デウソン神戸」によるフットサルクリニックが開催され、参加選手全員がプロの技に触れ、両チームによる
スピーディーなトレーニングマッチを見学しました。決勝戦は伊丹市から参加の伊丹ＦＣと大阪府から参加のＤＲＥＡＭＦ
Ｃ。白熱した対戦の結果 ５－３で伊丹ＦＣが優勝しました。この大会が今年で３２回を迎えることができましたのも、尼
崎東ロータリークラブの山中 清孝会長はじめ役員の皆様、モルテン様、東京から駆けつけていただきました、十条ＦＣ
榮 様（日本サッカー協会参与 元フットサル委員長）、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。
クリニックを行っていただいた
デウソン神戸・シュライカー大阪
の皆さん・

２日間 怪我の応急処置を行って
いただいている武部整形外科の
スタッフの皆さん、
いつもありがとうございます。・

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・・・

第１５回 兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

ヤンマー尼崎 優勝！

桜がのこる４月１５日から始まりました第１５回 兵庫県社会人トーナメント。今年は尼崎から３チー
ムが参加しました。４回戦から登場のヤンマー尼崎は、順調に勝ち進み、７月８日（日）明石陸上競技
場での決勝は、ディオス１９９５との顔合わせ。３－１のスコアーで優勝しました。来年開催の第１６
回兵庫県選手権（天皇杯兵庫県代表決定戦）に出場いたします。のこり２チームの最終戦結果は 以下
のとおりです。
大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ０－１ セイヤスポーツクラブ（芦屋）（１回戦）
尼崎ｻｯｶｰ愛好会 （失格） 西宮紅さそり隊（西宮）
（２回戦）

第３９回尼崎市秋季中学生サッカー大会
兼

第４６回 兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

１種・社会人委員会より

尼崎ＦＣＪｒと明倫クラブが尼崎代表に！

８月２５日スタートした市内予選は、２１チームによるトーナメント。若草中学校で行われた準決
勝第一試合は尼崎ＦＣＪｒ３－１小田南中 。準決勝第二試合 明倫クラブ３－１尼崎朝鮮初中級学校。
決勝戦は、尼崎ＦＣＪｒ２－０明倫クラブ、の結果でした。上位２チームは第４６回兵庫県中学生（Ｕ
－１５）サッカー選手権大会に出場。県大会上位４チームには「高円宮杯第２４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。
（県大会９月２３日フレスカグランドでの１回戦 尼崎ＦＣＪｒ０－１浜坂中学校。同日西宮浜総合グ
ランドでは、明倫クラブ２－０甲南中学校。９月２９日明倫クラブ０－３西宮ＳＳの結果でした。）
３種委員会より

兵庫県高等学校サッカー選手権大会 阪神地区予選開幕
8月２５日からの予選リーグを勝ち上がった「尼崎北高校」「尼崎稲園高校」「武庫荘総合高校」
が阪神地区決勝トーナメントに進出。 「武庫荘総合高校」が２２日川西緑台高校での第５代表決定
トーナメント（敗者戦）に進みましたが、仁川高校に１－２で惜敗しました。尼崎北高と尼崎稲園高
は１回戦で敗退。兵庫県高等学校サッカー選手権県大会（中央大会）へは、「市立尼崎高校」がシー
ド校として進出します。
２種委員会より

第３５回尼崎秋季少年サッカー大会
兼

第４５回 兵庫県少年サッカー大会 尼崎地区予選

武庫荘総合高校 VS 仁川

６年以下（U-12）優勝 エレメンツ尼崎･
４年以下（U-10）優勝 ＦＣコンパニｪロ

９月初旬にスタートしたこの大会。９月２３日サブグランドで６年生の部決勝が開催され
ました。エレメンツ尼崎と武庫ＪＳＣは１－０でエレメンツ尼崎が優勝。４年生の部決勝は、
FCｺﾝﾊﾟﾆｪﾛ ７－１ｸﾘｱﾃｨｰﾊﾞ尼崎。この大会の優勝チームは尼崎代表として１１月１７－１
８日但馬ドームで開催予定の第４５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
６年決勝戦より

ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ第２２回全日本少年フットサル 尼崎代表は「尼崎南ＳＣ」と「園田ＪＳ
Ｃ.A」
尼崎予選は７月１５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 長洲SC１－３園田JSCA、準決勝第二試合太陽南
塚ＦＣ１－７尼崎南。決勝戦は、園田JSC/A２－２尼崎南SC、PK方式で１－３で尼崎南が優勝。決勝カードの２チームが県大会へ進出し
ます。県大会は１０月２０日（土）ベイコム総合体育館、２１日（日）は 高砂市総合体育館で開催されます。
フットサル委員会より

県リーグ戦情報

２０１２兵庫県ルーキーリーグＵ－１３

尼崎東ミュートス ： １部 （10チーム）
（1勝1分6敗）
南武庫之荘中学校 ： ３部Ａ（11チーム）
（0勝2分7敗）
： ３部Ａ（11チーム）
（3勝0分2敗）
昨年から開催のこのリーグ戦。尼崎からは４チームが参加してい 明倫クラブ
尼崎ＦＣ
： ３部Ａ（11チーム）
（3勝0分1敗）
ます。 ２０１２年度の途中経過をお知らせします。
９月９日現在

２０１２兵庫県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＵ－１５

高円宮杯 Ｕ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１２ 県リーグ
Ｕ１８県リーグ２部（１０チーム２回戦総当り）に参加の市立
尼崎高校は、全日程を終了して５位（９勝３分６敗・勝点３０）
の成績でした。（同大会・阪神リーグも実施中）
９月２９日現在

２０１２年度
兵庫県社会人サッカーリーグ

尼崎東ミュートス・・・２部Ｂ（５勝４敗）
４位 ２部残留
尼崎ＦＣＪｒ
・・・２部Ｂ（１勝３分５敗）９位 ３部降格
明倫クラブ
・・・３部Ａ（５勝１分３敗）４位 ３部残留
長洲ＳＣ
・・・３部Ｄ（３勝２分４敗）６位 ３部残留
＊最終的な所属ﾘｰｸﾞ決定は2012ｻﾝﾗｲｽﾞﾘｰｸﾞ最終結果・入替戦終了
９月１８日現在
後に決定します。

Ⅰ部「ヤンマー尼崎」
９月２３日現在
５位 勝点２３・８勝１分４敗
サッカー愛好会」 ９月２３日現在
１０位 勝ち点３・３分１０敗

Ⅱ部「尼崎

尼崎社会人リーグ特集！
今回は、尼崎サッカー協会・社会人リーグのご紹介です。１部・２部（１回戦総当り）・３部Ａ・３部Ｂ・４部Ａ・４部
Ｂ（１回戦総当り後、上位・下位リーグに編成して実施）で構成されています。このリーグ戦は、春の市スポ・秋の選手権
（ともにトーナメント）を挟みながら、４月より約１年間をかけてロングランで開催。１部より県下都市協会リーグ（県
リーグⅡ部入替戦）へ進出いたします。
（＊２０１２年度

社会人リーグ対戦表のチーム名・順番で記載。現在の順位ではありません）
■２部（８チーム）

■１部（１０チー
ム）

FC アシスト
武庫川同好会
竹谷クラブ
BRAVOS
尼崎ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
ラッツF.C
FC アゴーラ
尼崎市役所ｻｯｶｰ部

FC BULLETS
FC パラダイス
ガウショ尼崎
甲武クラブ
FC FIRE
尼北クラブ
MFC（旧森永製菓）
大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
FC BREEZE
日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｻｯｶｰ部
■３部Ａ（５チーム）

■４部Ａ（５チーム）

■３部Ｂ（６チーム）

神崎高級工機
摂陽クラブ
王子製紙ｻｯｶｰ部.
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾀﾞｲﾅﾏｲﾂ.
木村化工機

尼崎信用金庫ｻｯｶｰ部
浦風ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
住友金属ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
サントアンドレFC
住友精密ｻｯｶｰ部
タクマFootball Club

■４部Ｂ（４チーム）

FC-ZODIAC
FC･きりん
大阪クラブ
Rook man（旧八幡FC）
明倫クラブ

FCレオニーノ
武庫川クラブ
FC･ROSA
ﾀﾞｲｿｰｱｽﾞﾘｰ尼崎FC

第６２回 尼崎市民スポーツ祭 各種別の試合 結果・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。残りはシニアと一般の部。一般の部決勝は、１０月１４日
開催の尼崎サッカーカーニバル当日午後に行われます。フェアープレー賞も決定しました。
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

園田ＪＳＣ

エレメンツ尼崎

ＦＣコンパニュエロ

武庫ＪＳＣ

塚口ＡＦＣＪｒ

５年生の部

尼崎南ＳＣ

園田ＪＳＣ

武庫ＪＳＣ

武庫之荘ＦＣ

設定はありません。

4年生の部

明倫クラブ

武庫之荘ＦＣ

園田ＪＳＣ

尼崎南ＳＣ

設定はありません。

中学生の部

尼崎ＦＣＪｒ

尼崎朝鮮初中級学校

武庫東中学校

明倫クラブ

武庫東中学校

高校生の部

日程調整中。

ママさんの部

長洲ハナコ

－
武庫之荘グリーン

ﾌﾟﾘﾏﾍﾞｰﾗ塚口

１０月開催の順位決定戦終了後となります。

シニアの部
一般の部

太陽南塚ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ

10月14日開催 日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ VS ＦＣ ＢＲＥＥＺＥ

尼崎社会人フットサル大会２０１２

ＢＲＡＶＯＳ

太陽南塚ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ
尼北・愛好会

ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ

ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ

小学３年生フットサル大会２０１２

８月４日（土）５日（日）とベイコム総合
体育館にて昨年より２チーム多い１２チーム
が参加。夕方から夜の時間帯で行われました。

８月１８日（土）ベイコム総合体育館に、Ｕ－９（小
学３年生以下）のフットサル大会が行われました。保護
者の大きな声援が体育館にこだましていました。

優勝
ガウショ尼崎
準優勝 尼北クラブ
３位
日本スピンドルサッカー部
フットサル委員会より

優勝
準優勝
第3位

第19回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権 兵庫県大会

尼崎サッカー愛好会 １回戦敗退
兵庫県１３都市協会より１６チームが参加した本大会。尼崎
代表の「尼崎サッカー愛好会」は８月５日（日）但馬ドームグ
ランドで１回戦ＳＧユナイテッドと対戦。善戦しましたが、
１－４で敗退しました。優勝は龍野ＦＣでした。
１種・社会人委員会より

長洲ＳＣ
武庫之荘ＦＣ
クリアティーバ尼崎
４種委員会より

第10回関西ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ地域ﾘｰｸﾞ（Ｕ－１８）
がんばれ 明倫クラブユース
関西各地域で第１０回関西クラブユース地域リーグＵ－１８が開
幕。Ｂブロックの明倫クラブは、９月２３日現在４位。各ブロック
の上位３チームがﾉｯｸｱｳﾄﾗﾝﾄﾞへ進出します。７－１エストレラ津田、
３－３Ｔフジタ枚方、大阪狭山０－２、０－６Wizards、
１０月８日にラランジャ京都と対戦、３位以内を目指しています。
クラブユース担当より

尼崎キッズ・レディースデー

１１月３日（土・祝）開催

今年で５回目を迎える尼崎キッズ・レディースデー。秋深まる１１月３日（土・祝）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）。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。誘い合って気軽にご参加ください。
（定員２００名）
●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

「サッカーにおける外傷・障害 求められる現場での判断」
１０月３１日（水）医事講習会開催！
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、セレッソ大阪 チームドクター 杉本 武 氏を、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３１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

「学年別友好リーグ １１月２５日開会式！
第２４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 学年別友好リーグは、
今年も１１月からリーグ戦の火蓋が切られます。
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。 ４種委員会より

Fリーグ2012 １２月９日（日）尼崎で開催
今年もFリーグ公式戦がベイコム総合体育館で開催。当日は
２試合予定されています。スピードーあふれるスリリングな
フットサルを目の前で体験しよう！チケットのお問合せは、
FリーグＨＰまで。
■
１３：００ アグレミーナ浜松 VS シュライカー大阪 ■
１６：００ デウソン神戸
VS 名古屋オーシャンズ

サッカー４級審判 新規・更新講習日程
２０１２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。
ふるって受講よろしくお願いいたしま
す。
・２０１３年 ２月３日（日）、 ３
月１７日（日）
審判委員会より
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マスターズ2012ｲﾝあまがさき選手権
11月18日開催
第１４回目を迎えるこの大会は、１１月１８日（日）
尼崎市記念公園陸上競技場にて開催します。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

2012

ｽﾎﾟｰﾂのまち尼崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌｯﾄｻﾙ大会

１０月８日（祝・月）体育の日 尼崎市記念公園内で
様々なイベントが開催されます。当日は２４チーム（予
定）にてオープン参加形式のフットサル大会が開催され
ます。
（尼崎サッカー協会も運営協力いたします）
フットサル委員会より

兵庫県U-10ﾌｯﾄｻﾙ大会2012 尼崎大会
日本スポーツ振興センター助成事業として、来る１０月
２７日（土）尼崎スポーツの森フットサルパークで予定
されています。詳細がわかり次第ご連絡いたします。
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