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発行者 理事長 佐藤 健太郎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。

http://www.afa‐hyogo.jp/

この秋も多くの笑顔が集まりました。

ビバ 尼崎サッカー

今秋もベイコム陸上競技場で「第５１回尼崎サッカーカーニバル・１０月２７日（日）」「第１
２回 尼崎キッズ＆レディースフェスティバル・１１月４日（月祝）」が開催され、多くの笑顔が
集まりました。準備や運営にご協力いただきました方々に感謝いたします。

JFAではサッカー界における暴力・暴言、ハラスメン
トの根絶を目指し、様々な取り組みを行っております
。尼崎のサッカー環境でも同様に活動を行っておりま
す。JFAホームページのKICKOFF上で閲覧できる学
習コンテンツ(eラーニング)に是非アクセス願います。
指導現場での暴力・暴言、ハラスメントについて今一
度再考頂くきっかけとして頂けますと幸いです。

第５１回 尼崎サッカーカーニバル・１０月２７日（日）

第１２回 尼崎キッズ＆レディースフェスティバル・１１月４日（月祝）



秋の大会 特集！

初秋から初冬の試合は、年末年始の全国大会へ繋がる大会の県予選・関西大会での活動が繰り広げられてい
ます。また、各リーグ戦の結果、上位リーグへの進出をかけた入れ替え戦も目白押し。尼崎所属のチームの結
果をお伝えいたします。

市立尼崎高校サッカー部 ベスト１６
２０１９年度 兵庫県高等学校サッカー選手権大会

フットサル委員会より

クリアティーバ尼崎 ベスト８
第１１回 関西スーパーカップ 第４６回 兵庫県少年サッカー大会 ４年生の部

尼北クラブ 決勝大会で敗退
２０１９年度 兵庫県都市リーグ決勝大会

１３都市協会管轄の社会人リーグ戦より選出された計１６チームが集結した２０１９年兵庫県下社会人都市リーグ決勝大会。尼崎からは
「尼北クラブ」が参加。１１月３日（日）ＨＦＡ明石での１回戦 東播代表のＫＡＮＥＫＡ ＦＣと対戦し２－４の結果でした。声援ありが
とうございました。

尼崎秋季大会を勝ち抜いたクリアティーバ尼崎は、１２月７日（土）みきぼうパークで開催された兵庫県少年サッカー大会へ参加。1回戦
西宮代表の生瀬ＳＣに３－２。１２月８日（日）迎えた準々決勝 淡路代表のＳＦＩＤＡに１－４で敗退。ご声援ありがとうございました。

４種委員会より

第９８回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会 シードで出場の市立尼崎高校は10月１９日（土）報徳学園グランドで西脇工
業と対戦４－０で快勝。１０月２０日（日）２回戦 滝川第二グランドで神戸国際大学付属高校と対戦、０－０の末ＰＫ７－６で勝利。
１０月２６日（土）神戸弘陵グランドでの準々決勝は神戸弘陵と対戦、延長戦の末１－２で敗退しました。県大会に出場した他校の結果
は次の通りです。１回戦 尼崎市立双星高校１－２社。 ２種委員会より

U-10世代のフットサル県大会は１１月１６日（土）みきぼうパークひょうごで１次リーグが開催されました。尼崎第一代表のクリアテ
ィーバ尼崎はEグループ一次リーグは２勝１敗でしたが得失点差で３位、尼崎第二代表の園田JSCはDグループ一次リーグは３敗、とも
に二次リーグ進出はなりませんでした。

クリアティーバ尼崎、園田JSC １次リーグ敗退
第９回 U-10フットサル大会 兵庫県大会

全日本少年サッカー大会 兵庫県大会は４０チームが参加し、11月1７日に三木防災公園で開催。尼崎第一
代表のFCコンパニェロはシードされ３回戦から登場し、三樹平田と対戦し１－０。準々決勝はセンアーノと対
戦し０－７で敗退しベスト１６の結果でした。尼崎第二代表のMFCは、１回戦 センアーノBに０－２で敗退。
ご声援ありがとうございました。

FCコンパニェロ ベスト１６
第４３回 全日本少年サッカー大会 兵庫県大会

４種委員会より

小園中学校 参入決定戦で敗退
高円宮杯JFAＵ-15サッカーリーグ201９兵庫県トップリーグ新規参入戦

U15兵庫県トップリーグ参入を目指す小園中学校は、１０月５日エストパークで安室中と対戦、０（ＰＫ８－７）０で勝利。天候の影響
で延期となった１０月１４日勝者が昇格する決定戦はＨＦＡ明石で歌敷山中と対戦、善戦しましたが３－６の結果で、昇格あと一歩で敗退
しました。

３種委員会より

１種・社会人委員会より

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ

ＹＳＣ尼崎 ２部（１０チーム） ２位（１３勝１分４敗）
兵庫県社会人サッカーリーグ

２０１９県リーグ戦情報

ルーキーリーグＵ－１３ 尼崎・神戸朝鮮 ３部Ａ（１１チーム） ６位（４勝０分１敗）
ミュートス ３部Ｂ（１１チーム） ３位（勝１分１敗）

Ｕー１２トップリーグ コンパニェロ １部 （１０チーム） ８位（３勝３分１２敗）

（最終成績）

市立尼崎高校Ａ １部（１０チーム） ９位（３勝５分１０敗）

（最終成績）

（１０月２０日現在）

（最終成績）



シニア委員会より

■あまがさきマスターズ５０ 兼第１１回ネルソンカップ
優勝 ヤンマーOB・リサイクルズ
第１試合： チームオズ 3 ｖｓ ０ チームPAULI
第２試合： チームオズ 1 ｖｓ ４ ヤンマーOB・リサイクルズ
第３試合： チームPAULI 0 ｖｓ ３ ヤンマーOB・リサイクルズ

■あまがさきマスターズ６０ 兼第 ９回モロタカップ
優勝 ヤンマーOB・リサイクルズ
ヤンマーOB・リサイクルズ 2勝2分0敗、オズ・市役所 １勝３分、
GSツダ ０勝４分、女子選抜１勝１分２敗、尼シニア60 ０勝2分２敗、

第２１回マスターズ２０１９ IN あまがさき選手権 １２月１日（日）開催しました！

第３１回学年別友好リーグ開会式を行いました。

201９年度 第3９回兵庫県中学校サッカー新人大会（３種）大庄中学校 阪神大会３位

２０１９年度阪神地区高等学校サッカー新人大会阪神支部は、ブロックリーグ上位チームが参加して勝者が県大会
に出場となるトーナメントを１2月１７日から開始。阪神地区代表９枠の結果は、尼崎北、市立尼崎、尼崎西が２０２
０年１月１８日（土）からの県大会に出場します。

尼崎から「ミュートス」「尼崎ＦＣ」 「明倫クラブ」「立花VIVORIO」の４チームが参加し１次リーグを１０月下旬から１１月下
旬まで開催。４チームの結果をお知らせします。グループリーグ Ｂグループ・ミュートス３勝２敗で３位。Ｂグループ・尼崎ＦＣ１分
３敗で４位」。Ｇグループ・明倫クラブ４敗で５位。Ｈグループ・立花VIVORIO２勝１分１敗で２位。１１月２３日 決勝トーナメ
ント１回戦 立花ＶＩＶＯＲＩＯ １－１０西宮。ミュートス ０－８伊丹ＦＣの結果でした。

第２６回関西少年サッカー大会 尼崎予選（Ｕ－１１）（４種）優勝 尼崎南ＳＣ

第２６回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、第４２回尼崎市秋季大会５年生の部は１２月１５日に魚釣りグランドで実施。準決勝
小田ＦＣ （ＰＫ１－２）ＦＣコンパニェロ、クリアティーバ尼崎１－４尼崎南SC。決勝戦 尼崎南ＳＣ１－０FCコンパニェロ。県
大会は２月中旬の予定です。

１１月２４日（日）ベイコム陸上競技場にて、第３１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
学年別友好リーグの開会式が行われました。ご支援いただいております、尼崎南ライオンズクラブ様への協力として献
血活動を行っております。（献血ルームでは「少年サッカー、尼崎南ライオンズクラブ」と添えてください。

４種委員会より

２０１９・新人戦情報！

尼崎のサッカー情報！

第３９回兵庫県中学校サッカー新人戦大会予選を兼ねる阪神中学校新人大会（全１６チーム）に、尼崎市内予選を勝ち上がった
「小田北中学校」「武庫東中学校」「大庄中学校」３校が参加。試合結果は次の通りです。１１月９日１回戦 大庄中２－１川西南
中。準々決勝 大庄中１（ＰＫ３－１）関西学院中等部、準決勝 大庄中０（ＰＫ２－４）０瓦木中の結果、阪神大会３位となりま
した。阪神大会での他校結果は、１回戦 武庫東中２－０南ひばりが丘中、２回戦 武庫東１－２塩瀬中。１回戦 小田北中０－２
瓦木中。 ３種委員会より

４種委員会より

兵庫県クラブユース（Ｕ－１４）新人戦 （クラブユース・３種）

３種委員会より

高校生･新人戦 阪神地区予選 （２種）

２種委員会より

２０１９年 尼崎社会人フットサル大会 優勝 ＢＯＯＺＥＲ

1１月１７日（日）サブグラウンドで開催されました、尼崎社会人フットサル大会の結果をお知らせします。
優勝 ＢＯＯＺＥＲ。 2位 ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ。 3位 尼崎市役所サッカー部。 フットサル委員会より

第１２回 尼崎キッズレディースフェスティバルを開催しました。

穏やかな日差しの中11月４日（月・祝）ベイコム陸上競技場にて今年もフェスティバルを開催。約
160人のキッズ（幼稚園児〜小2）と女子、60名の保護者ママさんが集まりました。キッズはボール
遊びやミニゲーム、ママさんは試合など半日サッカーを楽しみました。

キッズ委員会より

１０月２３日（水）１９：００からベイコム総合体育館地下研修室で、尼崎総合医療センター
整形外科 猪坂直義先生をお招きし「少年サッカー選手のスポーツ障害について」と題し医事講
習会を開催いたしました。

尼崎サッカー協会 医事講習会を開催しました！



サッカー４級審判 新規・更新講習日程

審判委員会より

２０１９年度 尼崎ドリームリーグ（３種）

11月から3月まで市内Ｕ－１４世代を対象としたリーグ戦を行います。１部８チーム・２部Ａ／５チーム・ ２部Ｂ／５チームが参加
します。

尼崎サッカー協会 新年会

第２９回 あましん杯少年ｻｯｶｰ大会 （４種）

尼崎信用金庫主催の本大会は、第２９回を数えます。尼崎予選はリーグ戦ののち２月開催予定の決勝トーナメントで代表が決まります。
阪神大会は、４月ベイコム競技場で開催予定。

第１５回 兵庫県ﾄﾚｾﾝｽｰﾊﾟｰﾘｰｸﾞＵ１３ （３種）

各都市協会代表に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２月下旬行います。

第７２回 兵庫県民大会ｻｯｶｰ競技(冬季) （２種）

都市協会Ｕ１６選抜１３チームに県Ｕ１６と県Ｕ１５トレセンが 加った１５チームが １～３部に別れてのリーグ戦を２０２０年
１月に淡路佐野グランドで行います。

第４２回 兵庫県都市対抗選抜少年ｻｯｶｰ大会（４種）

兵庫県下のＵ１１地域トレセンチームが参加。しあわせの村で２月２２・２３日に開催。寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げらます。
県トレセンの選考会も兼ねています。

理事長杯中学生サッカー大会(U13) （３種）

市内Ｕ１３世代１６チームが参加し、各中学校グランドにて開催されます。決勝戦は１月１８日（予定）

総務委員会より

第１４回 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ兵庫 開催
２０１９年度 第１４回 フットボールカンファレンス兵庫の開催情報は、（一社）兵庫県サッカー協会HP「指導者ルーム」にて確
認願います。

第５０回 兵庫県社会人都市対抗ｻｯｶｰ大会（１種）

兵庫県下の１３都市協会の社会人選抜同士による大会。尼崎代表は２０２０年２月２日（日）ＨＦＡ明石で神戸代表と対戦します。
決勝は３月８日（日）アスパ五色にて。

３種・４種交流試合 開催予定！
尼崎市内３種・４種を対象に、市内各ブロックごと交流試合を予定しています。４種から３種は、サッカーの規格が大人サイズに変わる
大きな節目。大きなボールや大人用ゴールに早くなれるよう、また技術指導のつながりを目指し開催予定です。

・日時：２０２０年１月１２日（日）
受付１８：００、開催１８：３０

・場所：ホテルヴィスキオ尼崎
・各委員会からの出席よろしくお願いします。

２０２０年度の新規、継続講習会はベイコム総合
体育館地下研修室にて開催されます。
更新：２０２０年１月２６日（日）午前
新規：２０２０年１月２６日（日）午後

お申し込みは⇒

冬の大会情報

技術活動情報

第６回 兵庫県ﾄﾚｾﾝﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞＵ１４ （３種）

各都市協会代表にＵ１４トレセンに、ヴィッセル神戸と県トレセンＵ１３を加えた１５チームでリーグ戦とトーナメントを戦います。１部
の尼崎選抜は１１月３０日、１２日１日三木防災公園にてリーグ戦を行いました。

２０２ベイコム３年生大会 （4種）

ベイコミュニケーションがサポート３年生による８人制サッカー大会は、２０２０年３月開催予定です。


