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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６９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６９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

第49回兵庫県社会人都市対抗サッカー大会 尼崎代表 準優勝
第４９回兵庫県社会人都市対抗サッカー大
会は、ベイコム競技場で開幕（１回戦・２回
戦を実施）。初戦北播磨代表と対戦した尼崎
代表は４－１で快勝。その後、神戸代表を３
（ＰＫ３－１）３で接戦を制しました。アス
パでの準決勝は明石代表を１２－１で快勝。
３月３日（日）アスパでの決勝は淡路代表と
対戦し０－５の結果で、準優勝となりました。
１回戦尼崎ＶＳ北播磨

社会人委員会より

決勝戦後の表彰式

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。

平成３０年度兵庫県高等学校サッカー
新人大会（男子の部）の結果

尼崎双星高校は、１月１９日豊岡総合高校と対戦し３－１、２回
戦 芦屋学園と対戦し１－３で敗退しました。市立尼崎高校は１月
１９日県立西宮と対戦し０－１で敗退しました。
２種委員会より

高円宮杯ｰＵ１８サッカーリーグ
兵庫県リーグ２０１９ 阪神リーグ開幕

１部・尼崎双星高校Ａ、尼崎西高校、市立尼崎高校Ｂ
３部・武庫荘総合高校、尼崎北高校、
４部・尼崎稲園高校、尼崎小田高校、県立尼崎高校、尼崎工業高校、
尼崎双星高校Ｂ
２種委員会より

兵庫県各地で 県リーグ１部・２部、そして地区リーグが
スタートしました。
阪神リーグへは尼崎市内より１０
チームが参加します。

尼崎東ミュートス １回戦敗退

理事長杯中学生サッカー大会

第２１回兵庫県（Ｕ－１３）サッカー選手権大会
尼崎代表の尼崎東ミュートスは２月９日（土）姫路球スポでの１回
戦 神戸代表の井吹台中学校と対戦。１－２で敗退しました。ご声援
ありがとうございました。優勝はヴィッセル神戸Ｕ１３でした。

理事長杯兼Ｕ－１３尼崎予選は１６チームが参加して１月１２
日から１月１４日にかけて開催。
優勝は尼崎東ミュートス、県大会へ出場しました。
３種委員会より

Ｕ－１１尼崎選抜 情報
第４１回

少学５年選抜

兵庫県都市対抗選抜少年サッカー大会

２月２３・２４日しあわせの村で開催。Ｂ組の尼崎選抜は、１－
２西播磨選抜、３－２芦屋選抜の結果でＢ組３位。３－４位トーナ
メントでは、１－１明石選抜、４－１淡路選抜の結果でした。
４種・技術委員会より

Ｕ－１３尼崎選抜 情報
第１４回

中学選抜

兵庫県トレセンスーパーリーグﾞ

２月２４・２５日 三木防災公園にて、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
開催。２部の尼崎選抜は、５－０北播・４－０姫路・２－０淡路とい
全勝で１部昇格を決めました。
３種・技術委員会より

Ｕ－１６尼崎選抜 情報
第７１回

高校選抜

平成３０年度兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季)

１月１３－１４日に県下各地で開催。１３都市協会のＵ１６選抜１３
チームにＵ１５県トレセンを加えた１４チームが１～３部に別れての
リーグ戦を行いました。３部リーグの尼崎選抜は３勝１敗で２位でし
た。（２－０丹有、２－１但馬、３－０東播、０－１０明石）
２種・技術委員会より

２０１９県リーグ戦情報

Ｕー１２トップリーグ
（２０１９シーズン 4月２０日開幕）

ルーキーリーグＵ－１３
（この結果は２０１８シーズン分）（２０１９は６月開幕予定）

Ｕ－１５トップリーグ
高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ

コンパニェロ

明倫クラブ
ミュートス

１部 （１０チーム）

（０勝０分０敗）

３部Ｂ（１２チーム）１２位（１勝１分９敗）
３部Ｂ（１２チーム）１０位（６勝０分４敗）

２０１９年は参戦チームはありあせん。

市立尼崎高校Ａ

１部（１０チーム）

８位（１勝４分２敗）

ＹＳＣ尼崎

２部（１０チーム）

８位（０勝０分２敗）

（１部 ４月１４日現在）

兵庫県社会人サッカーリーグ
（２部 ４月１４日現在）

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。

尼崎サッカー協会 新年会 開催！
１月１２日（土）２０１９年尼崎サッカー協会の新年会が「ホテルヴィ
スキオ尼崎」で１３０名ものサッカー関係者が参加し開催されました。ご
多忙の中ご来賓の方々ありがとうございました。ま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

第１４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ｽﾞ主催によるＵ-９世代のトーナメント大会。３月２日（土）ベイコム競技場で１３
チームが参加し開催されました。決勝は尼崎南ＳＣ １－０ ＦＣコンパニェロの結果でした。
（参加チーム一覧）
太陽南塚FCソルテッラ・クリアティーバ尼崎・浦風FＣJr ・明倫クラブエレメンツ・ACリヴェン
ト・塚口尼崎FCJr・ FCコンパニェロ・尼崎南SC ・武庫之荘FC・園田JSC ・武庫JSC ・小田
FC・長洲SC
４種委員会より

第26回 ﾏﾏさん秋季大会 武庫之荘ｸﾞﾘｰﾝ優勝
今回の大会の結果は以下のとおりです。

第28回あましん杯少年ｻｯｶｰ大会予選
第２８回あましん杯尼崎予選は、５年生友好リーグより上位８
チームによるトーナメントを開催。 準決勝は小田ＦＣ１－０ク
リアティーバ。ＦＣコンパニェロ０－１園田ＪＳＣ。決勝は小田
ＦＣ２－０園田ＪＳＣ。３位決定戦は、ＦＣコンパニェロ０（Ｐ
Ｋ４－３）クリアティーバ尼崎の結果でした。

１位 太陽南塚バンビーナ ２位 武庫バレンシア
３位 長洲ハナコ
４位 武庫之荘グリーン
５位 明倫マミーゴ
女子委員会より

４種委員会より

第３０回少年学年別サッカー友好リーグ 閉幕
「青少年道徳教育」尼崎南ライオンズクラブ会長杯争奪戦 ３０回大会は、ベイコム総合体育館・研修室で閉
会式を迎えました。ま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。
（優勝チームを紹介します）
●６年Ａ／ＦＣコンパニェロ
●５年Ａ／小田ＦＣ
●４年Ａ／尼崎南ＳＣ
●３年Ａ／クリアティーバ尼崎
●３年Ｃレッド／園田ＪＳＣ－Ａ

.●６年Ｂ／長洲ＳＣ
.●５年Ｂ／尼崎南ＳＣ
.●４年Ｂ／武庫之荘ＦＣ－Ｂ
.●３年Ｂ／尼崎南ＳＣ－Ｂ
.●３年Ｃホワイト／太陽南塚ＦＣ

４種委員会より

２０１８年度 尼崎ドリームリーグ（３種）
今年は１部・２部Ａ／２部Ｂの３つのリーグで開催しました。各リーグの順位をお知らせします。
１部 ：①小園中、②園田中、③尼崎東ミュートス、④小田ＦＣ、⑤尼崎朝鮮、⑥武庫東中、⑦明倫クラブ、⑧成良中
２部Ａ：①ＶＩＶＯＲＩＯ、②南武庫之荘中、③常陽中・ＡＦＣ、④大庄中、⑤塚口中
２部Ｂ：①小田北中、②大成中、③リゲル、④大庄北中、⑤立花中

３種委員会より

２０１８年度 シニア秋季リーグ
シニア秋季サッカー大会は、３部制のリーグ戦、順位決定戦を行いました。結果をお知らせします。
■Ｇリーグ成績・・・１位 尼崎シニア
２位 チタニウム

３位 リサイクルズ

４位 パウリスタ ５位 県武庫之荘ＯＢ

■ＧＧリーグ成績・・・１位 オズシニア
２位 尼北愛好会

３位 大庄北

４位 市役所

５位 パピーゴ

■Ｇ３リーグ成績・・・１位 ＧＳツダ
２位 オズ・市役所 ３位 リサイクルズ60 ４位 尼崎シニア60
尼崎シニア

シニア委員会より

２０１９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。
総務広報委員会より

関西ｽｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟ・６年生以下県大会

４種

中学校総合体育大会サッカー競技

３種

中体連所属のサッカー部による、全国大会へつながる大会。市
内予選決勝は７月７日（日）ベイコム陸上競技場で開催予定。８
月の全国中学生大会出場まで短期間に阪神地区・県大会・関西大
会の各予選を開催いたします。

兵庫県社会人ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

第２８回
阪神大会

２０１９年度
兵庫県予選

１種

６月

＊会場

ベイコム総合体育館

てに運で
い、に、私
こ今恵尼は
う後ま崎幸
ともれにい
思尼た来定
い崎御た年
まの恩か退
すサにら職
。ッ報こを
カいそ迎
ーらのえ
にれ御ま
関る縁し
わよとた
っう幸の

２日（日）１３：００から
地下研修室

先でこいで会はい
生のとのサい 4 も尼
が全。はッが種あ崎
昨国残、カあ・り選
年大念教ーり 5 、抜
亡会なえをま種教で
くにの子しし（育の
な一はがてた武委経
っ緒、楽育。庫員験
たに８しち息）会や
こ行５くま子で勤プ
とっ年生したの務ロ
。たにきたち経時と
大北て。も験代の
森海い嬉尼や以出
敏道るし崎出降会

審判

全国高等学校総体

第15回兵庫県ﾏｽﾀｰｽﾞ（O-40）(O-50)
ｉｎ淡路佐野のお知らせ

ｸﾗﾌﾞＹ

２種

ｼﾆｱ

４月中旬から下旬に淡路・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。

第３４回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会兵庫
予選が４月上旬から５月中旬にかけ県下各地で開催予定です。

サッカー４級新規審判講習会

４種

２０１９年度全国高等学校総体県予選。尼崎市内からも９
チームが参加予定です。参加全チームのトーナメント方式で開
催されます。

明倫クラブ ＶＳ 神戸市役所１９４７
４月２８日
大阪チタニウムテクノロジーズＶＳ赤穂サンライズ５月１２日

第３４回兵庫県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権
（Ｕ－１５）大会のお知らせ

あましん杯少年ｻｯｶｰ大会

阪神地区から選出されまました１８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予定です。尼崎か
らは、小田ＦＣ、園田ＪＳＣ、ＦＣコンパニェロが参加します。

４月から７月までトー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。

＊日時

４種

県大会は７月に開催予定です。尼崎予選は、５月１８日にベイコム
総合体育館で開催予定です。

尼崎予選は、４月からスタート。
県大会は７月に開催予定です。

第２２回

ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞCUP･フットサルU-12県大会

ユース限定サッカー４級新規審判講習会
＊日時

６月

＊会場

ベイコム総合体育館
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