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発行者 理事長 中谷 春夫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/

第 ５０ 回 尼崎サッカーカーニバルを開催しました。

ビバ 尼崎サッカー

第１回 尼崎サッカーカーニバルの紹介記事
（サッカーマガジン昭和45年1月1日号より）

尼崎サッカーカーニバルは、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、昨年10月14日（日）ベイコム競技場にて第50回を迎えることが
できました。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。

第３３回 尼崎サッカーカーニバルの
パンフレット表紙は、手書きイラストでした。

2018年度 第38回兵庫県中学校サッカー新人大会（３種）
園田中学校 県ベスト８ （詳細は３ページ）



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
平成３０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

尼崎南SC 準々決勝敗退
第１０回 関西スーパーカップ 第４５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
平成３０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チームが集結した平成３０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１４日（日）播磨光都での１回戦 姫路代表の日本触媒と対戦し２－１と勝利。 ２回戦 但馬代表の豊岡
ストークスと対戦し０－０からのPK戦で５－６で敗退しました。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尼崎南FCは、１２月８日（土）･９日（日）神戸岩岡フットボール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 姫路代表の津田SCに４－０快勝。迎えた準々決勝 西宮SSに１－７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９７回全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会 10月１４日（日）三田学園グランドで川西緑台と対戦１０－０で快勝。３回
戦神戸弘陵グランドで舞子高校と対戦、２－０で勝利。アスパ五色での準々決勝は関学と対戦、１－４で敗退しました。悲願の選手権全
国大会出場は次年度以降に持ち越しとなりました。県大会に出場した他校の結果は次の通りです。１回戦 武庫荘総合０－１雲雀丘。
１回戦 尼崎市立双星高校０－１三田松聖。 ２種委員会より

U-10世代のフットサル県大会は１１月１７日（土）・１８（日）みきぼうパークひょうごで開催されました。尼崎第一代表のFCコンパ
ニェロは1次グループBで２勝１敗で２位通過で２次リーグへ進出。二次リーグⅣグループでは２敗で３位となり、決勝トーナメント進
出はなりませんでした。尼崎第二代表の小田FCは、一次リーグDグループで１分２敗の結果でした。

FCコンパニェロ 2次リーグ敗退
第８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1７/１８/北番衛生グランド、２３/24/25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、伊丹FCと対戦し２－１。準々決勝はヴィッセル神戸と対戦し０－
５で敗退しベスト１６の結果でした。尼崎第二代表のクリアティーバ尼崎は、１回戦 長尾WFCにに１－２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４２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2018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、９月２４日エストパークで淡路FCと対戦し６－１で快勝。天候の影響で延期となっ
た１０月２８日、勝者が昇格する決定戦は関学で関西学院中等部と対戦、１－１の後PK戦となり２－４、昇格あと一歩で敗退しました。

３種委員会より

高円宮杯Ｕー１８サッカーリーグ

ＹＳＣ尼崎 １部（１０チーム） ９位（４勝２分１２敗）兵庫県社会人サッカーリーグ

２０１８県リーグ戦情報

ルーキーリーグＵ－１３
明倫クラブ ３部Ｂ（１２チーム）１１位（１勝１分９敗）
ミュートス ３部Ｂ（１２チーム） ４位（６勝０分４敗）
尼崎・神戸朝鮮 ３部Ｃ（１１チーム） ６位（３勝１分２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１分１２敗）

（全日程終了）

市立尼崎高校Ａ １部（１０チーム） ４位（９勝４分５敗）

（全日程終了）

（１２月１５日現在）

（全日程終了）

１種・社会人委員会より



シニア委員会より

あまがさきマスターズ５０トーナメントの結果。
第１試合： ヤンマーOB・リサイクルズ 3 ｖｓ 1 チタ県大庄
第２試合： 尼北パピーゴ 0 ｖｓ 3 オズパウリ
３位決定戦：尼北パピーゴ 1 ｖｓ 1 チタ県大庄
決勝戦： ヤンマーOB・リサイクルズ 1 ｖｓ 0 オズパウリ

あまがさきマスターズ60リーグ戦の結果。
ヤンマーOB・リサイクルズ 2勝2分0敗、女子選抜2勝1分1敗、尼シニア60 1勝2分1敗、
GSツダ 1勝1分2敗、オズ・市役所 0勝2分2敗

第２０回マスターズ２０１８ IN あまがさき選手権 １１月１８日（日）開催！
■あまがさきマスターズ５０ 兼第１０回ネルソンカップ 優勝 ヤンマーOB・リサイクルズ
■あまがさきマスターズ６０ 兼第 ８回モロタカップ 優勝 ヤンマーOB・リサイクルズ

第３０回学年別友好リーグ開会式を行いました。

2018年度 第38回兵庫県中学校サッカー新人大会（３種）園田中学校 県ベスト８

平成３０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22日から開始。尼崎
双星は初戦で県宝塚にPK勝。2回戦甲南に２－１。準決勝では市西宮に敗退しましたが
ベスト４で県大会へ。また、1回戦敗退チームで県大会1枠を争う敗者復活戦に臨み、勝
ち上った市尼崎が第９代表になりました。

尼崎から「ミュートス」「Ｒｉｇｅｌ」 「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。５チームとも予選敗退、結果をお知らせします。立花VIVORIO：Ａ組１勝１分３敗。Ｒｉｇｅｌ：Ｅ組１分４敗。
ミュートス：Ｆ組１勝４敗。明倫クラブ：Ｈ組５敗。

第２５回関西少年サッカー大会（Ｕ－１１）（４種）優勝 FCコンパニェロ

第２５回関西少年サッカー大会予選を兼ねる、第４１回尼崎市秋季大会５年生の部。準決勝 武庫ＪＳＣ １－１０ FCコンパニェロ、
尼崎南SC ０－５ 小田ＦＣ。決勝戦 FCコンパニェロ １－０ 小田FC。 県大会は２月１８・１９・２５日 みきぼうで開催
予定です。

１１月２５日（日）ベイコム陸上競技場にて、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

２０１８・新人戦情報！

尼崎のサッカー情報！

第３８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「園田中学校」「小園中学校」「塚口中学校」３校が参加。試合結果
は次の通りです。１回戦 園田中２－０関西学院中。準々決勝 園田中３－１南ひばりヶ丘、準決
勝 園田中３－０伊丹西中学校。決勝では東谷中に敗退しましたが準優勝となり県大会へ。１２月
８日播磨で開催の県大会１回戦、広嶺中に２－０で勝利、同日の準々決勝は稲美中と対戦し、０－
１と惜敗しましたが、堂々の県ベスト８の結果でした。阪神大会での他校結果は、小園中学校０－
３上甲子園中学校。塚口中学校２－１多田中学校、塚口中学校１－２伊丹西中学校。 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

２０１８年 尼崎社会人フットサル大会 優勝 ＦＣＢＵＬＬＥＴＳ

12月2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 ＦＣ ＢＵＬＬＥＴＳ。 2位 明倫クラブ。 3位 尼崎市役所サッカー部。 フットサル委員会より

第１１回 尼崎キッズレディースフェスティバルを開催しました。

穏やかな日差しの中11月４日（日）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、ママさんは試合や救命講習に参加し、半日サッカーを楽しみました。

キッズ委員会より

尼崎双星（青）VS甲南（黄）

阪神予選 塚口（青）VS多田（白）



サッカー４級審判 新規・更新講習日程

審判委員会より

２０１８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２８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２８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１４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７１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２０１９年
１月に淡路佐野グランドで行います。

第４１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２３・２４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１４日（予定）

総務委員会より

第１３回 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ兵庫 開催
２０１９年１月２６日（土） 甲南学園平生記念館・セミナーハウス(JR住吉から北へ徒歩８分)。詳細は（一社）兵庫県サッカー協会
HP「指導者ルーム」へ

第４９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。２０１９年１月２７－２８日はベイコム競技場が会場となります。１回戦尼崎代
表は１月２７日（日）北播磨代表と対戦します。 決勝は３月３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：２０１9年１月１２日（土）
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。

２０１９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：２０１９年２月１１日（月・祝）午前
新規：２０１９年２月１１日（月・祝）午後

お申し込みは⇒

冬の大会情報

技術活動情報

第５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。３部
の尼崎選抜は１２月１日、２日三木防災公園にてリーグ戦を行い、３勝１敗の結果で３部２位となり、次年度２部昇格となりました。

２０１９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、２０１９年３月開催予定です。


