令和元年7月号
HP: http://www.fc-arrows.com/

今年は週末の雨が多い気がしますが、雨にも負けず練習に励んでいる姿が見られます！突然ザーッと降る事もあります
ので練習の際は着替えやタオル等あるといいですね。
もうすぐ待ちに待った夏休み！！怪我や事故のないよう楽しく元気にすごしましょう！

試合結果報告（6月）
学年

試合日 / 大会名

6/1 磯辺FC

TRM

6/2 U-12

勝敗 / スコア / 対戦相手
●0-1
●2-5
●0-3
△1-1

人数がギリギリの中頑張りました。

オレンジチーム
△1-1 千城台FC
◯4-0 FC Cuore千葉
ネイビーチーム
●0-8 大宮FC
●0-4 長生マリンズFC

6年

備考

来週がU-12前期最終戦です。
今日の反省をいかして頑張って欲し
いです。

オレンジチーム
●1-3 酒々井FC
TRM 蔵波FC
●0-1
●0-2
6/9 U-12
ネイビーチーム
●0-3 蔵波FC

本日でU-12前半戦が終了しました
。
中々、結果に繋がることが出来ず悔
しい結果になってしまいましたが後
半戦に向けてまた練習したいと思い
ます。

TRM 蔵波FC
●0-4
●0-8

5年

6/1 TRM

△0-0
●0-1
○3-0
△0-0
○2-0
○2-0

磯辺FC
船橋若松FC
磯辺FC
船橋若松FC
磯辺FC
船橋若松FC 2-0

蒸し暑いなか、懸命にボールを追い
かけました。市大会に繋がる良い練
習試合になりました。

6/22

わだつみ整骨院カップ

●0-4
△2-2
●0-1
○1-0
○3-0

行田東FC①
サルダーナ
中野木FC①
船橋法典②
行田東②

10チーム中５位！
人数が足りずGKを借りての出場で
した。前半は思うようなプレーが出
来ず涙する場面もありましたが、後
半は悪天候の中素晴らしいチームプ
レイで生き生きとしたサッカーが出
来ました！！
明日の市大会も頑張って欲しいです
！！

6/23

市大会予選

○6-0 花見川プリーモ

〇2-0 MIYAMA EAST
〇2-1 木更津FC
●1-2 FC平田
6/21

ファナティコカップ ☆3位☆
予選2位通過
3位決定戦
〇4-0 ドリームSC

4年

6/23

6/30

区大会予選

〇6-0 千葉SC
●1-3 バディー ホワイト

区大会決勝トーナメント

△1-1 バディーSC ホワイト
PK
● 0-2

今日は最初から声も出て気合いが入
って素晴らしい試合でした！
このモチベーションのまま来週の試
合に臨んでほしいですね。
久しぶりの3.4合同でしたので立ち
上がりからグダグダで勝てる試合を
落としたりしました。
木更津さんにはリベンジできました
がまだまだチームワーク、声出しメ
ンタルの強化が必要と感じた大会に
なりました。
23日は区大会予選です。
気合い入れて欲しいです。
1試合目から全員気持ちの入った
サッカーをやってました。
市大会上位チームのバディー戦では
負けない気持ち、勝ちたい気持ちが
伝わり過去最高の試合をしてくれま
した。
結果は1勝1敗でしたが来週の3年市
大会決勝トーナメントに繋ぐことの
できる試合でした。
この気持ちのまま29日を迎えて欲し
いです。

1回戦敗退でしたが
予選で1-3だった格上相手にハート
で戦ってくれました。
確実に壁を登っています。
次回が楽しみです。
試合中の彼らのプレーが
保護者、ベンチを感動させてくれま
した。
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6/8 市大会予選

〇8-0 西小中台

〇4-0 大森SC
〇15-0 Jホグワーツ
〇6-1 都賀ライオンズ
6/9 市大会予選

TRM(15分3本)
vs大森SC
0-0
1-0
3-0

3年

市大会1日目は前半立ち上がりから
ワンサイドゲームでしたがなかなか
自分達でゲームメイクできず2-0で
折り返しましたが
後半は自分達でボールを要求したり
気持ちが出始めなんとか初戦を勝利
する事ができました。
市大会予選を1位通過する事ができ
ました。
無失点で終えたいと思ってましたが
、やはり油断ができました。
今後の課題として、決勝トーナメン
トを勝ち、県大会を目指します！引
き続き宜しくお願いします。
平日しっかりとボールを触るように
！

〇5-2 アブレイズ千葉
●1-2 コラソン千葉

トーナメント1回戦突破しましたが
コラソン戦ではアローズのプレーが
うまく発揮できず1-1で粘りました
が残り2分で少しの穴を突かれ失点
しました。
2チームともクラブチームとの対戦
でしたが土日だけの少年団としては
頑張っていたと思います。
まだまだこれから！
切り替えていきましょう！

6/2 宮野木杯

●0-7
●0-6
●1-3
●1-4
●2-3

千葉アミカル
FCおゆみ野
大森SC
葛城FC A
蘇我 FC

1勝も出来ませんでしたが、ボール
を取られたら、取り返す。取られな
い場所にボールをトラップする、ド
リブルする。次への課題が見つかり
ました。

6/16

八千代ミニサッカー大会

●0-4
●1-3
◯7-1
●2-3

鷺沼FC A
谷津SC D
松戸カンガルー
幕西B

勝てる試合を落としましたが、全員
で守る、攻めるの意識が少しずつ出
来てきてます。お疲れ様でした！

6/23

作新SC TRM

●0-1
●0-3
●1-3
●0-9
●1-4

6/30

千城台FC FC高津

6/29

市大会決勝トーナメント ☆ベスト１６☆

2年

6/2 宮野木杯 ☆アローズ２

△0-0 千城台FC
●1-2 FC高津
○5-0 千城台FC
○1-0 FC高津
○4-1 千城台FC
△2-2 FC高津
アローズ-1
予選ブロック
●0-2 勝田台FC
●0-3 千葉アミカルSC
●0-3 宮野木SC

敢闘賞☆

1年

6/23

TRM

6/30

TRM

4位トーナメント
●0-7 VS 東習志野FC
アローズ-2
予選ブロック
○5-1 稲毛FC
○2-1 高洲コスモスFC
●2-4 藤崎SC
2位トーナメント
○6-0 千葉アミカルSC
○5-0 西小中台FC
●0-1 勝田台FC
●1-3 作新SC
○3-2 勝田台FC
●1-4 作新SC
○6-0 勝田台FC
○2-0 作新SC
△1-1 千城台FC
○5-0 FC高津
●1-2 千城台FC
○10-1 FC高津
○4-0 千城台FC

最後まで諦めず走りましたが、残念
な結果になりました。

今日はとてもいい試合でした！走る
ことをテーマに多少集中力の波はあ
るものの、いつもより戦えていまし
た。
継続してがんばりたいです！

メンバーのほとんどが初めての大会
でした。結果は全敗でしたが、まだ
始めたばかりですので、今後頑張っ
てもらえればと思います。

5人ながら健闘していました。決勝
トーナメントには行けなかったです
が、２位トーナメントを連勝して敢
闘賞（全体4位）で終われてよかっ
たです。

新メンバーも前回の試合より動きが
とても良くなっていました。
みんなで「シュートを決める！」と
一体感があり良かったと思います。
新メンバーが次々と得点を決め、自
信になったと思います。
人数が少ないFC高津の応援に入った
メンバーも協力して試合に取り組み
ました。

TOPIX

３年生

市大会

★BEST 16★

予選リーグ１位通過！！
決勝トーナメント２回戦で
敗退となりましたが、
クラブチームひしめく中で
素晴らしい結果です！
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宮野木杯（１年生

アローズ２）

６人制を５人で戦い２位リーグ制覇！
☆敢闘賞☆

良いチームの見分け方(月橋版)
皆さんはアローズと対戦する相手チームについて、何を一番気にして見ていますか？
足の速い選手？ドリブルが上手い選手？すごいキック力の選手？パスワークが上手い！元気がある！ベンチ
からの声？父兄の応援の声？それとも審判員の動き、笛の音、正確なジャッジ？
私はと言うと、先ず！ゴールキーパーを見ます！
こんな記事を読んだことがあります。世界で活躍する一流選手が移籍する条件の中に、移籍先に良いゴール
キーパーがいるかどうかというのがあるようです。それ、すごーく分かります！
私はMFとFW出身なので、相手ゴールキーパーは昔から一番気にしていました。
さて、小学生年代ではゴールキーパーというのはどうやら損な役回り…というイメージが強いようです。
自らゴールキーパーを志願してくる選手は本当に少ないですね。
昔から試合の度にゴールキーパーを誰にするかは悩みの種でした。
そういう時の説得トークはこんな感じです。
ゴールキーパーというのは『1』というのが多いポジションなんだ。
まず、実は一番カッコいいポジション！
正ゴールキーパーの背番号は『1』！
実は世界で一番注目されているポジション！
どんなスーパーゴールよりも、一番記憶に残るのはスーパーセーブ！
一番長く選手として続けられるのがゴールキーパー！
ルールで一番ゴールキーパーが保護され大切に扱われている！
唯一ユニフォームの色が違う！
唯一手が使えるフィールドプレーヤー！
こんなにもお得でカッコイイポジションなのです！
真面目な話…。
点をたくさん取りたいのなら、一度はゴールキーパーを本気でやってみることですね。
ゴールキーパーの経験があればゴールのイメージももっともっと付いていきます！
まぁ、将来に渡ってサッカーを続けるということは、所属したチームでどのポジションになるか
分かりませんからね！
どこでもこなせる素晴らしいプレーヤーとして成長していくことが大切です！
どのポジションでも、子供達が頑張れるようにたくさん褒めて励ましてあげましょう！
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