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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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今年も開催します。
第５２回尼崎サッカーカーニバル
２０２０年１０月２５日（日）ベイコム陸上競技場

第５２回尼崎サッカーカーニバル
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

写真は昨年開催の第５１回尼崎サッカーカーニバル開会式より。

新型コロナ感染拡大により今春から社会生活が一変しました。その一部であるサッカー活動も大
きな影響を受け各種大会が中止や延期にとなりましたが、制限はあるものの夏ごろよりサッカー活
動が再開されました。尼崎市内でも秋季大会などで各チームの熱戦が繰り広げられています。今後
も感染拡大の予断は許しませんが、今年で５２回目を迎える「尼崎サッカーカーニバル」は参加人
数を縮小しマスク着用での行進や、整列間隔を１m確保などの感染対策を取ったうえで開催させて
いただくことにいたしました。今回の開催に際し多くの関係者のご理解・ご支援をいただきますこ
とに御礼を申し上げるとともに、サッカーができる喜びに感謝いたします。

夏・初秋の大会より
再開した各種大会。尼崎予選を経て兵庫県大会へ。その先につながる全国大会等の開催については徐々に決
定されてくるかと思います。尼崎所属のチームの結果をお伝えいたします。

全日本少年尼崎予選決勝戦は、クリアティーバ尼崎vs小田FC
第４４回 全日本少年サッカー大会 兵庫県大会
全日本少年サッカー大会 兵庫県大会 尼崎予選は１５チームが参加し、9月初旬より4ブロックに分かれて
予選リーグスタート。各ブロック１～2位までの8チームによる、決勝トーナメントを勝ち上がったクリア
ティーバ尼崎と小田FCが10月25日（日）13:30 サブグランドでの決勝戦で、尼崎代表を争います。

４種委員会より

第4７回尼崎市秋季中学生サッカー大会
兼第5４回兵庫県中学生サッカー選手権大会尼崎地区予選

尼崎東ミュートスと大庄中が尼崎代表に
8月２９日にスタートした市内予選は1９チームが参加。第一代表は尼崎東ミュートス、第二代表は
大庄中に決まりました。第5４回兵庫県中学生(U-15)サッカー選手権大会、1回戦 第一代表の尼崎
東ミュートスは明石代表の大蔵中と対戦し、０－２で敗退。第二代表の大庄中はTL3（神戸）歌敷
山中と対戦し２－０で勝利、2回戦神戸代表のサンターリオに２－６で敗れました。

8月30日園田（白）VS大庄（緑）
３種委員会より

2020年令和2年度全国高等学校選手権 兵庫県大会支部ラウンド
兵庫県高等学校サッカー選手権大会
第９９回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会は、阪神支部ラウンドは33チームでブロックトーナメントを行い中央大会に進出
する7つの代表を争います。尼崎からは８チームが参加して無観客で行われます。（会場・日時は未発表）
尼崎双星、尼崎北、尼崎工、武庫之荘総合、尼崎稲園、県尼崎、尼崎小田、尼崎西。
２種委員会より

・県リーグ2部の市立尼崎は支部ラウンド予選免。

尼崎代表 浦風FC・尼崎南
第１０回 U-10フットサル大会 兵庫県大会
U-10世代のフットサル県大会尼崎予選は９月２０日（日）ベイコム総合体育館で開催。4ブロックに分かれての予選リーグを勝ち抜い
た8チームで決勝トーナメントを行い決勝のカードは、浦風FCと尼崎南SC。終始押し気味に試合を進めた浦風FCが５－０で勝利。両チ
ームが県大会へ進出します。
フットサル委員会より

尼崎代表 尼崎FCJr
JFA第１６回 U-15フットサル選手権大会 兵庫県大会
中学世代のフットサル県大会尼崎予選は９月１９日（土）尼崎スポーツの森で開催。３チームの総当たり予選を行い、全勝の尼崎FCJr
が代表に決定しました。10月24日（土）みきぼうパークひょうご フットサル場で行われる県大会に出場します。試合結果は次の通り
です。（尼崎東ミュートス０－３尼崎FCJｒ）（尼崎FCJｒ２－１立花VIVORIO)（尼崎東ミュートス２－２立花VIVORIO)
フットサル委員会より

２０２０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） ７位（４勝１分７敗）

（9月27日現在）

ルーキーリーグＵ－１３

尼崎・神戸朝鮮 ３部Ａ（１１チーム） （未試合）
尼崎FCJｒ
３部Ｂ（１１チーム） （0勝0分１敗）

（１０月４日現在）

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ

市立尼崎高校Ａ

２部（１０チーム）

３位（６勝１分２敗）

（最終成績・今年は来シーズンへの昇降格はなし）

兵庫県社会人サッカーリーグ
（10月4日現在）

ヤンマー尼崎

２部（８チーム）

２位（３勝２分０敗）

尼崎のサッカー情報！
尼崎サッカー協会総会を開催いたしました。
2020年７月４日(土)15:00よりベイコム総合体育館 地下研修室にて、2020年度定時総
会が 開催されました。評議委員全８２名中、出席2５名・委任状４１、合計６６名により
4つの議題が決議さ承認されました。(過半数44名)ここに報告させていただきます。
1)2019年度事業報告 2)2019年度決算報告 3)2020年度事業計画（案）
4)2020年度会計予算（案）
総務委員会より

尼崎サッカー協会 医事講習会を開催。
１０月２１日（水）１９：００からベイコム総合体育館地下研修室で、尼崎サッカー協
会医事委員会 武部委員長による医事講習会を開催。テーマは「サッカーによるけが
（外傷）と（障害）」。コロナ感染予防のため各チーム4名以下の参加者とし、マスク
着用で実施しました。
医事委員会より

市民スポーツ祭 4年生の部
7月から開催しました市スポ小学生の部は、4年生・5年生・
6年生共にトーナメントで開催。最初の決勝戦となりました
尼崎南とFCコンパニェロの対戦は１－１からPK方式となり
、４－３で尼崎南が勝利しました。

4種委員会より

コロナ感染拡大防止で中止となった主な大会等
■２０１９年度
※１種・・・第54回尼崎サッカー選手権大会兼市長杯大会トーナメント
・・・尼崎社会人サッカーリーグ
※２種・・・市民スポーツ祭（毎年1月～2月に開催）
※３種・・・第７回尼崎ドリームリーグ
※４種・・・第15回ベイコムジュニアサッカー尼崎大会
・・・尼崎南ライオンズクラブ会長杯争奪戦 第31回尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ
・・・ベイコムジュニアサッカー大会U-9（2020年12月にU-10として延期開催）
※ママ・・・第27回尼崎ママさん秋季サッカー大会
※シニア・・第19回尼崎シニア秋季サッカー大会、（内容変更して実施）
※技術・・・各種選抜活動
※審判・・・2020年度向け サッカー4級新規【3月1日追加講習会】

■２０２０年度
※尼崎市民スポーツ祭 開会式
（各種大会は当初中止としていましたが、1種社会人、4種少年、シニアは7月より開催）
※尼崎市体育協会 総合開会式
※1種・・・尼崎社会人サッカーリーグ、兵庫県社会人サッカーリーグ
※2種・・・高等学校総合体育大会サッカーの部（補完大会開催）
※3種・・・中学総体 尼崎予選 第7４回尼崎市中学校総合体育大会
※4種・・・第1２回 関西スーパーカップ 第5３回兵庫県少年サッカー大会
※フットサル・・・2020バーモンドカップ第30回全日本少年フットサル大会（尼崎予選）
※技術・・・各種選抜活動

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。

「堂安 律 ゴールパフォーマンス」（尼崎教育委員会主催事業）
この「堂安 律 ゴールパフォーマンス」は、尼崎出身（浦風FCJr）で現在ドイツブンデスリーグ
１部の「アルミニア・ビーレフェルト」所属のプロサッカー選手である 「堂安 律選手」が、尼崎の
サッカー少年少女より募集したゴールパフォーマンスを同選手が選び、ドイツ試合でゴールを決めた時
に実際に披露します。尼崎から排出した世界で活躍するトップ選手が、みんなが考えたパフォーマンス
を披露することにより、子供たちに夢と希望を与えることを目的として、尼崎教育委員会の主催事業と
して行われています。１０月２５日（日）尼崎サッカーカーニバルの開会式で、堂安選手が選んだパフ
ォーマンスを考案した選手により披露されます。

総務委員会より

マスターズ2020 インあまがさき選手権 11月２２日(日)開催！
2２回目を迎えるこの大会は、11月２２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2２回2020あまがさきマスターズ50
兼 第12回ネルソンカップ
試合当日50歳以上の登録選手を4チームの編成して、
トーナメント方式で行われます。

第８回2020あまがさきマスターズ60
兼 第10回モロタカップ
試合当日60歳以上の登録選手を5チームの編成して、
リーグ戦方式で行われます。

「学年別友好リーグ」は規模を縮小して開催します！
第3２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２９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。今年はコロナ感染予防対策として規模を縮
小して行います。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

2020年度 県下社会人都市リーグ決勝大会 「明倫クラブ」が挑みます。
兵庫県社会人サッカーリーグ2部への参入チームを決める、2020年度 県下社会人都市リーグ決勝大会に、尼崎より
「明倫クラブ」が出場します。
１種委員会より

サッカー４級審判 更新講習は、JFAラーニングで実施中！
２０２１年度向け

継続講習会はJFAラーニングで開催中。

＊申込期間：２０２０年１0月1日（木）から２０２１年3月17日（水）
＊受講期間：２０２０年１0月1日（木）から２０２１年3月25日（木）
詳しくは、尼崎サッカー協会

ホームページをご覧ください。

審判委員会より

コロナ感染拡大防止で中止となる主な大会等
※第1３回 尼崎キッズ&レディースフェスティバル11月７日(土)
※尼崎サッカー協会 ２０２１年新年会
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