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HP: http://www.fc-arrows.com/

梅雨が明け、夏休みが始まりましたが、如何お過ごしでしょうか。
今年の夏は猛暑だと聞いています。
気温が上がり、冷房が手放せない毎日が続くかと思いますが、外気温と室温の差が大きくなると体調を崩しがちに
なります。
コロナ感染症対策と併せて、子供達の体調管理に気を配りながら、夏を楽しみましょう！！

試合結果報告（6月）
学年

試合日 / 大会名

対戦相手 / 勝敗 / スコア
アローズホワイト結果
[予選リーグ]

2021/6/13（日）

第1試合 vs アローズネイビー ●0-3

TRMみたいな？！大会2021 第2試合 vs コパソルA

祝！ 準優勝！！
アローズネイビー

△ 0-0

[チャレンジトーナメント]
第1試合 vs CIイレブン

●1-2

第2試合 vs 平川SC

●0-1

備考
ネイビー、ホワイトとして2チームでの大会初参
加。市大会前に各チームどこまでやれるか試すと
ても良い機会でした。
ホワイトは、ディフェンスのプレッシャーが弱
く、また得点が入らず、、12チーム中12位とい
う悔しい結果となりました。先制されてからの気
持ちの切り替え、皆で1点を取り返しに行く「前
向きな声掛け」、この辺が課題のように感じまし
た。
市大会前に、悔しい気持ちを皆が感じ、勝ちたい
スイッチが強く入ったならば、この最下位に価値
があると思います。ホワイト市大会初戦まで2週
間、この気持ちを忘れずにあとはやれることをや
るだけですね。ホワイト頑張れ！
コーチ、保護者のみなさん、事前準備から暑い中
の設営、運営お疲れ様でした！
三瓶コーチ、とんだ誕生日プレゼントになり、す
みません。
市大会で勝つための糧になったと信じてます。

アローズネイビー結果
[予選リーグ]
第1試合 vs アローズホワイト ○3-0
第2試合 vs コパソルA

○1-0

[トーナメント]

5年

第1試合 vs おゆみ野

○6-0

第2試合 vs FC DIOS

1-1

始まりから、熱い戦いの ホワイト、ネイビーで
の開幕戦
両チームとも市大会に向け長丁場の大会を経験し
たことをプラスにして行きましょう。
プラスにするには、ひとつひとつのプレーを丁寧
にすること、簡単にプレーすることでミスを無く
す。
ミスして気分悪くしてチーム全体が悪い雰囲気に
ならない様にしていかないと. . .
あと2週間意識してトレーニングしましょう。
選手、保護者、チーム関係者、お疲れ様でした。

(PK2-3)

2021/6/19（土）
国分寺台FC TRM

2021/6/27（日）
市大会
アローズホワイト

第1試合

○4-0

第2試合

○3-1

第3試合

○7-0

第4試合

△0-0

第5試合

○6-0

第6試合

○1-0

第7試合

○1-0

第1試合 vs 大森SCスカイ

○ 6-0

第2試合 vs 稲毛FC

○ 2-0

雨の中みんな頑張ってました。
雨のグランドということもありますが、雑な
パスが目立ちました。ルックアップしないた
め、味方の居ないところに蹴ってしまってい
ました. . .
パスを丁寧に！
ルックアップ！！

練習でやったことに自信を持ち試合にのぞ
んだことで結果を出せました。

2021/6/5（土）
GOI FC TRM

2021/6/12（土）
区大会

2021/6/20（日）
行田東/ポカルス TRM
4年

第1試合

○6-2

第2試合

○5-2

第3試合

○6-5

第4試合

△1-1

第1試合 vs CFC

△ 0-0

第2試合 vs GINGA

● 0-3

第3試合 vs 美浜コパソル

● 0-1

第1試合 vs ポカルス

● 0-1

第2試合 vs 行田東

● 1-2

第3試合 vs ポカルス

△ 1-1

第4試合 vs 行田東

○ 1-0

第5試合 vs ポカルス

● 0-1

第6試合 vs 行田東

● 0-5

新メンバーも加わってからの初戦となりました。
ゲーム中ボールに集まってしまうところもありま
したが、サイドを使ったり、逆サイドに展開して
みたりと考えて攻撃をしていました。
守備も足で行ってしまい簡単にぬかされることも
ありましたが、カラダを入れたり、相手の攻撃を
遅らせるよう頑張っていました。
来週の区大会が楽しみですね。
コーチ、保護者の皆さま、暑い中お疲れ様でし
た！！
初戦、緊張から少し固さが見られましたが、2試
合目のジンガ戦は集中して全員で戦いました。
コパソル戦、惜しくも一点差で敗れてしまいまし
たが、終日暑い中、最後まで頑張りました。
強いブロックで格上が揃う中、諦めずに頑張り、
試合後は涙する姿も見られ、また一つ成長を感じ
ました！
準備、応援と、こーち、保護者の皆様大変暑い中
お疲れ様でした。
一人一人の動きがとてもよく、連携も以前に比べ
て上達を感じました。いつもと違うポジションに
入っても変わらず又はそれ以上の力を出せるよう
になれたらよりチームの力も上がるのではと思い
ます。以前からの課題でもありますが負けている
試合のときこそ声をだし、相手チームの胸をかり
るつもりでどんどんぶつかっていきもっともっと
自分たちの力に繋げていけたらと思います。
次回アローズカップもぜひ頑張ってもらいたいで
す！！

予選リーグ
第1試合 vs ちはら台SC

●0-4

第2試合 vs 磯辺FC

○2-0

まず前回より順位を上げ準優勝おめでとう！
スロースタートで1試合目から実力を出しきれな
かったのは少し残念ですが、攻撃ではパス回しや
●0-2
FC幕西
両サイドを使用し点を上げ、守備ではしつこく粘
り食らい付き相手の得点を阻止する等練習の成果
小中台FC
△1-1
を発揮できた試合になりました。
相手が強くなかなか思うようにできなかった試合
浦安ブルーウィングスB ○5-0 こそ学ぶところが沢山あると思うので本日の試合
で悔しい・すごいと思った相手プレーを次は自分
浦安ブルーウィングスA ○2-0 達がものにしていってほしいです。
大変暑い中準備・応援とコーチ・保護者の皆様お
疲れ様でした。

第3試合 vs 宮野木SC
2021/6/26（土）

第4試合 vs

アローズカップ

第5試合 vs

祝！ 準優勝！！

第6試合 vs
第7試合 vs

○3-0

決勝トーナメント
第1試合 vs 浦安ブルーウィングスB ○3-0
第2試合 vs ちはら台SC ●0-13

2021/6/6（土）

第1試合 vs FCおゆみ野

● 0-2

市大会予選Kブロック

第2試合 vs 大森SC

● 0-10

2021/6/6（土）

第1試合 vs 宮野木SC

○ 5-0

市大会予選Hブロック

第2試合 vs アクアSC

○ 8-0

雨の降る中、最後までよく頑張りました。ポジションが
まだ理解出来てない時があるのと、チーム内でもっと
声が出ると良いと思いました。

アローズ tuono

アローズ vento

第1試合 vs JPCPAみつわ台南FC ○ 6-0

3年
2021/6/13（日）

第2試合 vs 千城台FC

○ 5-1

市大会予選Hブロック
アローズ vento

2021/6/19（土）
FC幕西 TRM

第1試合

△ 1-1

第2試合

● 0-1

市大会初日を無失点に抑えました。
ほぼシュートを打たれることなく、攻守よく連携して危
なげない試合運びだったと思います。
もっと得点できた惜しいシュートのバリエーションがあ
るといいなと思いました。
来週も無失点で勝利し、一位通過を目指してほしいで
す。雨の中お疲れ様でした。
1試合目はパスの意識が高く、サイドも広く使い順調な
立ち上がりの試合展開。しかし2試合目は入りが悪く、
すきを突かれてまさかの失点。序盤から1点ビハインド
の展開に。その後立て直して終わってみれば5得点で
勝利をあげましたが、課題も残りました。
最終的には、予選リーグ全勝で決勝トーナメント進出
を決めました。来週末からは強豪との戦いとなります
が、全力を出し切って戦って欲しいと思います。
また、本日は設営などでお手伝い頂きました保護者の
皆さま、暑い中、ご協力ありがとうございました。
雨でグランド状態も悪くなり、当初三試合行う予
定でしたが、二試合に変更して終了となりまし
た。
試合内容に関しては、雨の日の試合を選手達がほ
とんど経験した事がなかった為、どのように試合
を運べばいいかわからず、全選手が本来の力を発
揮出来てなかったと感じました。
今後は雨の日の試合も増えて来るとおもうので、
どのように試合をするべきか学んで行ければと思
いました。

2021/6/20（日）
3年

市大会決勝トーナメント

第1試合 vs HANAZONO U-12 0-0

(PK2-3)

アローズ vento

雨の中、グランドのコンディションも悪く滑って
転倒もありながら、必死で粘り、雨で重くなった
ボールを追いかけていたと思います。
前半後半、よく持ちこたえました。最後はおしく
もPKで敗れましたが、本当に良く頑張っていま
した。
声を出す事で試合の流れを変える努力が必要かと
思います。

TOPICS
6/13（日） 5年生、TRMみたいな？！大会2021

☆ 準優勝！！おめでとうございます！！☆
コーチ、ご家族の多大なご協力をいただきました。

6/26（土） 4年生アローズカップ

準優勝！！☆☆☆ おめでとうございます！
コーチ、ご家族の多大なご協力をいただきました。

お知らせ
気温が30度を超える日や、風の無い時にも、注意が必要！子どもたちを熱中症から守りま
1/10 3年アローズカップ
しょう。

応援する大人も帽子を被ったり、水分補給を忘れずにしましょう！

・バランスのいい食事と十分な睡眠で、体調を整えましょう！
・水筒の水はたっぷり多めに用意しましょう！
・スポーツドリンク、タブレット、塩飴など、塩分補給も忘れずに！
・帽子を被るようにしましょう！
・汗ふき用のタオルを持っていきましょう！
・具合が悪くなった時などに冷やすための保冷剤などを用意しましょう！（各ご家庭で
も。）

