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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５０回 尼崎サッカーカーニバル
１０月１４日（日）開催！
祝
50th

第５０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）

尼崎サッカーカーニバルは、今年で50回目を迎えました。
尼崎サッカーカーニバルは、尼崎サッカー協会活動の中で年間を通して最大の行事です。第１回
が昭和44年11月3日に尼崎市記念公園陸上競技場に於いて行われて以来、一度の中止もなく今年
で50回目を迎えることができました。これは、尼崎でサッカー活動を行うすべての皆様のご協力の
賜物であります。100回を目指しこれからも尼崎のサッカーがますます発展するよう活動してまい
ります。引き続きご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

夏・初秋の大会より
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・・・

平成３０年度バーモンドカップ第2８回全日本少年フットサル大会
クリアティーバ尼崎２次リーグ進出
Ｕ－１２によるフットサル大会が５月１９日（土）ベイコム総合体育館で市内１２チームが参加し開催されました。決
勝戦はクリアティーバ尼崎２－０小田FC。三木山総合公園での県大会に進出したクリアティーバ尼崎は １次リーグA組
１勝１分１敗で２位通過。予選リーグから１２チームが２次リーグへ。Ⅳ組のクリアティーバ尼崎は２敗で２次リーク敗
退となりました。
フットサル委員会より

第４５回尼崎市秋季中学生サッカー大会

兼第５２回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

小園中学校と小田北中学校が尼崎代表に
８月２５日にスタートした市内予選は２０チームが参加。第一代表は小園中学校、第二代表は小田北中学校に決まりました。
第５２回兵庫県中学生（Ｕ－１５）サッカー選手権大会は、９月２９日に開幕。第一代表の小園中学校は北摂第３代表の東谷
中学校と対戦し０（PK４－５）０で敗退。第二代表の小田北中学校は神戸第６代表の井吹台中学校に２－１で勝利。２回戦
は10月6日（土）予定です。
３種委員会より

兵庫県高等学校サッカー選手権大会

予選ラウンド

県大会出場チーム ブロック予選突破の「尼崎西」「尼崎双星」「武庫荘総合」に
予選免除の「市立尼崎高校」
昨年より兵庫県全県のブロック予選トーナメントにより県大会に出場するチームに加え、予選ラウンド免除される「①平
成３０年度県高校総体ベスト８」と「②高円宮杯U-18リーグ（プレミア・県1部・県2部）」を加えたチームにより、県
大会が開催されます。
現在、ブロック予選トーナメントが行われておりその結果をお知らせします。
「尼崎北４－５宝塚」「尼崎西４－０飾磨、尼崎西４－０淡路三原、尼崎西１３－１浜坂」「尼崎稲園０－３相生」「尼崎
小田６－０網干、尼崎小田０－７琴丘」「尼崎双星１３－０上郡、尼崎双星３－２伊丹西」「県尼崎３－５甲南」「尼崎朝
鮮１－６神戸朝鮮」「武庫荘総合４－０村野工、武庫荘総合０（PK４－３）０神戸高専」
２種委員会より

Ｕ－１５トップリーグ参入戦
小園中学校がチャレンジ中
次年度Ｕ－１５トップリーグへのチャレンジ中の小園中学校は、トーナメント１回戦
月１４日（日）播磨光都で 関西学院中学校と対戦します。

淡路ＦＣを６－１で退け、１０
３種委員会より

第３３回日本クラブユースサッカー〈U‐15〉選手権大会 兵庫県大会
4月21日より始まりました、第33回日本クラブユースサッカーU-15選手権大会 兵庫県大会には、尼崎よりリゲル、
明倫クラブ、尼崎FC、ミュートス、立花VIVIRIOの、5チームが参加しました。（ともに1次リーグ敗退）
クラブユース担当より

２０１８県リーグ戦情報

Ｕー１２トップリーグ

コンパニェロ

１部 （１０チーム） ９位（２勝１分１１敗）

（９月９日現在）

ルーキーリーグＵ－１３
（９月９日現在）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ

明倫クラブ
３部Ｂ（１２チーム）１２位（０勝０分２敗）
ミュートス
３部Ｂ（１２チーム） ３位（１勝０分１敗）
尼崎・神戸朝鮮 ３部Ｃ（１１チーム）１０位（０勝０分１敗）

市立尼崎高校Ａ

１部（１０チーム）

４位（９勝４分５敗）

ＹＳＣ尼崎

１部（１０チーム） １０位（１勝２分９敗）

（９月２９現在）

兵庫県社会人サッカーリーグ
（９月２３日現在）

夏の大会より
中学総体 尼崎予選 第７２回尼崎市中学校総合体育大会 及び阪神大会
６月３０日からトーナメント方式のこの大会は市内１４チームが参加して開催されました。 準決勝第一試合 小田北
中１－０武庫東中。 第二試合 大成中０（ＰＫ４－３）０園田中。阪神大会出場決定戦は、園田２（ＰＫ５－３）２武
庫東中。 阪神大会へは、上位３校が出場しました。
阪神大会の結果は、小田北中０（ＰＫ４－５）０南ひばりが丘、大成中０－２東谷中、園田中１（ＰＫ３－４）１宝梅中
の結果でした。
３種委員会より

第１０回 関西スーパーカップ 第５１回兵庫県少年サッカー大会
７月１５日（日）から始まりました兵庫県少年サッカー大会Ｕ－１２へ出場しました尼崎南ＳＣは、Ｈブロックリーグ
、長尾ＷＦＣに０－３、安室ＳＣ０－１で予選リーグ敗退しました。関西大会へは上位４チーム（ヴィッセル神戸、長尾
台ＳＣ、センアーノ神戸、西宮ＳＳ）が進出します。
４種委員会より

尼崎サッカー情報
第６８回 尼崎市民スポーツ祭結果及び フェアプレー賞
４月２２日（日）開会式でスタートしました尼崎市民スポーツ祭サッカーの部。
結果を報告します。フェアプレーの表彰は尼崎サッカーカーニバルで行います。

優勝

準優勝

ベスト４

ベスト４

春から長期にわたりリーグ戦を開催中。

６年生の部

フェアプレー賞
浦風ＦＣジュニア

５年生の部

小田ＦＣ

ＦＣコンパニェロ

クリアティーバ尼崎

尼崎南ＳＣ

―

４年生の部

小田ＦＣ

クリアティーバ尼崎

ＦＣコンパニェロ

武庫之荘ＦＣ

―

中学生の部

尼崎FC

小園中

小田北中

大成中

大成中学校

日程調整中

高校生の部
ママさんの部
シニアの部
一般の部

武庫バレンシア

武庫之荘グリーン

太陽南塚バンビーナ

―
明倫マミーゴ

9月30日現在、リーグ戦を開催中。
決勝は１０月１４日
尼崎フットボールクラブＶＳ FCBULLETS

住友精密サッカー部

太陽南塚バンビーナ
ＦＣ大庄北

大阪チタニウム
テクノロジーズ

住友精密サッカー部

尼崎市体育協会会長杯、尼崎市長旗総合開会式
尼崎市体育協会所属の全団体による、総合開会式が９月９日（日）ベイコム総合体育館で開
催されました。いよいよ秋の大会が始まります。

尼崎サッカー協会総会の開催報告をいたします。
平成３０年６月２日（金）１９：００よりベイコム総合体育館 地下研修室にて、
平成３０年度定時総会が 開催されました。評議委員全８９名中、出席２８名・
委任状３７、合計６５名により４つの議題が決議さ承認されました。
（過半数４５名）ここに報告させていただきます。
１．平成２９年度 事業報告
２．平成２９年度決算報告
３．平成３０年度 事業計画（案）４．平成３０年度 会計予算（案）

１０月２４日（水）医事講習会開催！
今年の医事講習会は、講師に兵庫医科大学 整形外科教室助教授（ガンバ大阪チームドクター）諸岡
孝俊（もろおか たかとし）先生をお招きして開催します。
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２４日 水曜日 １９：００～２０：３０ ベイコム総合体育館 地下研修室にて

医事委員会より

第１１回 尼崎キッズ＆レディースフェスティバル１１月４日（日）開催
今年で１１回目を迎える尼崎キッズ・レディースデーは１１月４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２００円／人）
また女性だけのサッカーも同時開催。３年生以上の原則初心者女子。
●上記に関する お申し込み方法・お問い合わせは
郵送の場合はこちら →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
ＦＡＸの場合はこちら→ ＦＡＸ ０６－４９８０－６０７５（担当 浜田 宛て）

キッズ・レディースより

マスターズ２０１８ インあまがさき選手権 １１月１８日（日）開催
２０回目を迎えるこの大会は、１１月１８日（日）ベイコム陸上競技場にて、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。

第２０回2018あまがさきマスターズ５０
兼 第８回ネルソンカップ

第６回2018あまがさきマスターズ６０
兼 第６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。

シニア委員会より

「学年別友好ﾘｰｸﾞまもなく開幕」
第３０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１１月２５日
（日）の開会式から来年２月下旬まで市内各地で行
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。
４種委員会より

サッカー４級審判 新規・更新講習日程
２０１８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。
２０１８年

２月予定

次回詳細連絡
審判委員会より

尼崎社会人フットサル大会２０１８
今年の大会は、201８年１２月２日（日）にベイコム競技場サブグランドにて開催されます。（日程は予定）
フットサル委員会より
い皆し住 い師にに庫い誰ま 今手校 れに をこーッはかきあに
とさ、んサ現田多おサをもいさもとか実た「そ今いチカネに。っ住サ
思んそでッ在会く声ッ増知をてそしら際いヤのでいーーッサ野たんッ
っとしいカに長触をカやら探、のて。に」ン後もスムボトッ球サでカ
て一てるー至かれかーしなし尼サ、そ始とマ転覚ポもーがカしッいー
い緒ここをっらるけ少たいた崎ッ大れめ書ー校えーあル無ーかカたに
まにれの通てサこて年い街街とカ学かたいかしてツりがいを知ー小出
すおか尼じいッとい団とでがのーからのた三たい」ま無ゴ見ら部学会
。手ら崎てまカがたの思サた出にら高は少菱愛まとせくーたなの４っ
伝もの出すーでだ川っッま会携は校愛年に媛すいん、ル４か試年た
い続サ会。協きい野てカたいわ審・媛時入県。うでもは５っ合生の
さいッっ 会まてさいーまはっ判大県代っの 感しちあ年たをのは
せてカた へしかんたを尼社て員学西でて小 覚たろり前私応頃、
て行ー街 おたら（時通崎会いも・条し全学 を。んまはが援、福
いくがで 誘。尼息、じだ人まス社市た日校 持た少し、初に父井
たよ益一 いそ崎子当てっとすタ会立。本卒 っだ年た小め行の県
だう々番 いののさ時知たな。ー人北 に業 た「サが学てっ会敦
きに発長 た後魅んのり事り トと中 選文 こかッ、校また社賀
た、展く だ、力）武合。住 。選学 ば集 とっカサにじとに市
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