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先ずは県大会ベスト８まで上がれたこと、改めて選手
達には心からおめでとうと言いたい。
また、ここに辿り着くまでには、市大会予選から県大会
まで、本当にたくさんの壁を乗り越えてきたと思います。
そして、県大会ベスト８という壁は選手達が積み上げ
てきたものの方がその壁よりも高かったという結果です。
ただ、あともう一つ、そしてまたもう一つ越えなければな
らない壁があるということを知ったということは大変大きな
経験として、また一つ更に積み上げることが出来たと思
います。
この経験は誰にでも出来ることではありません。そのよう
な舞台に気持ちよく温かい応援と共に送り出してくれた
アローズチーム全員に感謝を申し上げます。
月橋コーチより

試合結果報告（10月）
学年

試合日 / 大会名

勝敗 / スコア / 対戦相手

オレンジ
〇4-0 市川真間DSCブラック

備考
今日は特にディフェンスが安定してお
り、よかったと思います。
まだまだ最後まで決めきれないプレー
がたくさんあり、これからの課題だな
と思いました。

１０/６ U-12
ネイビー
●0-7 銚子ＳＳＳ
●2-5 ＦＣ高津

ネイビー全ての日程を終了しました。
1勝すべく全員力を合わせて頑張りま
したが、残念な結果となりました。
5年生と一緒にU12を戦えたことは彼
らにとって良い経験となったと思いま
す。

6年
オレンジ
◯7-1 昭和SC
10/20

U-12
TRM
〇1-0 市川真間DSCブラック

10/26

◯1-0
◯2-0
●0-2
◯1-0
●0-2
●0-1

FC CREA TRM

はじめての11人制はまだまだ慣れてな
くこれからもっと練習が必要だなと思
いました。

〇4-1 ファナティコ
●0-5 ちはら台
〇1-0 FC浦安ブルーウイングス
10/5

アローズカップ

オレンジチームも本日でU-12終了し
ました。
４勝3敗1分で、グループリーグ3位で
した。
あと少しでトーナメント進出に手が届
きませんでした。

3位決定戦
●3-3 ＰＫ1-2 大木戸SC

本日は10月とは思えない暑さで、見て
いるだけでもツライ中、子ども達は本
当に頑張っていました。
メダルにはあと一歩及びませんでした
が、とても素晴らしい試合でした。

結果4位

10/14

5年生区大会

〇8-1 千葉FC ビエント
●1-4 美浜コパソル
〇4-0 磯辺FC

全勝は出来ませんでしたが、雨が降り
、寒い中最後まで頑張りましたー！

●0-2
〇1-0
〇1-0
△0-0
●0-2
〇3-0

浦安ブルーウィングス
幸町スワローズ
浦安ブルーウイングス
幸町スワローズ
浦安ブルーウィングス
浦安ブルーウィングス

今日は、いろいろなポジションでやら
せてもらい、いい経験になりました。
４年生も最後まで頑張り、点数を決め
てくれました。

△0-0
〇4-0
〇4-2
〇1-0

千城台FC
大久保東FC
行徳SC
レグルスFC

5年

10/20 4、5年合同TRM

10/27 レグルスカップ

★優勝★

5年生初優勝！！！
足場が悪く、動きにくい中、全員の気
持ちで勝ち取りました！
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10/6

10/14

〇4-2 我孫子隼SC
〇5-1 三里塚FC

県大会1次予選

小中台招待試合

★優勝★

【予選】10分1本
〇1-0 大森SC
〇1-0 小中台FC
〇2-0 大森SC
〇2-0 小中台FC
予選1位通過

10/22 県大会準々決勝

2年

10/5

10/5

★ベスト８★

キッズサッカーフェスティバル

千葉市少年ミニサッカー大会

無失点で優勝、おめでとう♪

〇3-2 大木戸SC
〇3-1 千代田FC

2勝しベスト8進出！！
1試合目は前半、後半失点からの残り7
分で3点取り返し見事逆転勝利。
2試合目も前半失点し後半へ、後半早
々にFKを獲得し同点へ、そこからアロ
3の底力を発揮しサイドからキャプテ
ンが合わせて逆転。
試合終了間際に試合に終止符を打つ強
烈なミドルで見事3-1でこの試合も逆
転勝利！
会場が最高に盛り上がった試合でした
。
アローズ史上Best boutだと思います
。
更なる高みを見に行きます！

●0-2 GINGA

県大会ベスト8で今大会幕を閉じまし
た。
6月から市の予選が始まり
県大会と約4カ月の間でアローズ3年生
は飛躍的に大きく成長しました。
ここが、今が全てのゴールではありま
せん。
この経験がこれからの彼らの青春、思
い出、サッカーを一生続いていくきっ
かけとなってもらえたら嬉しいです。
さぁ、次はアローズ主催の大会、さら
には美浜区大会があります。
2タイトルとりにいきます！
毎週末スケジュールを調整し、サポー
トしてくださいました保護者の方々、
ありがとうございました。
まだまだ続きますが宜しくお願い致し
ます

●1-2
〇2-1
●1-3
△2-2

パサニオール誉田
みつわ台南SC
西小仲台FC
アブレイズ千葉

△1-1
●1-2
◯1-0
●0-1

小倉FC
HAMANO JFC
レグルスFC
JSC CHIBA

アローズA
◯1-0 明青B
△2-2 西小中台B
10/20 アプレンティス杯予選

1年

予選4試合は普段とポジションが異な
り、戸惑いながらも無失点で抑えつつ
、決勝戦では苦手意識のあったチーム
に仕事をさせず、そして選手一人一人
がこの数カ月で学んだことを発揮し、
とても良い形で試合を終える事が出来
ました。

【1·2位トーナメント】15分×2
〇12-0 千草台ディライト
〇4-0 高洲コスモス

3年
10/20 県大会2次予選

1次予選1位通過！
1次予選参加74チーム中、24位！
内容はグラウンドコンディションなと
に悩まされましたがチーム一丸となり
勝利する事が出来ました。
この先はどこと当たってもかなり厳し
い戦いになります。
あとはどれだけ楽しめるか！！
更なる景色を見たいと欲が出てきます
が子供達は子供達なりにやって欲しい
です。
千葉県214チーム中24位
大したものです！

アローズB
△2-2 エスフェローザA
●0-2 西小中台A

点を決めた場面はとても良いプレーが
多く、全体的にもっと視野を広げて、
ボールをどんどん動かせばさらに強く
なる‼
集中力がポイントかと

とても暑い中での試合でしたが、全員
が「自分で行く！！」という気持ちを
持って試合に挑んでいました。失点を
最小に抑え、HAMANOからも点を得
ることができました。

相手の速いドリブルにしっかり追いつ
いて回り込んでシュートを防いでいま
した。
負けた試合でも鋭いシュートを何本も
打ち、決して悪い内容ではありません
でした。

3位リーグ
●3-4 西小中台B
◯5-0 キッカーズ

アローズA
〇2-1 キッカーズ
〇0-0(PK1-0) 明青A
10/26

アプレンティス杯決勝

準決勝
●0-2 高洲コスモス
3位決定戦
●1-3 どろんこA

他のチームと違い交代要員がいない中
、6人で計80分間全力で戦いました。
4位の結果で終わりましたがメンバー
にとっては良い経験になったと思いま
す。良いところも沢山ありましたが、
幾つかの課題も見えてきました。これ
から練習を積んで次の大会に向けて1
年生皆で頑張って行きましょう！
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TOPIX

５年生

レグルスカップ優勝

★優勝★
試合を勝ち進むにつれて、優勝するかも！？と感じ始めた選手達。
初めての経験で緊張！でも勝ちたい。
このプレッシャーで試合出来たことは、選手を一歩成長させて頂いた大会になりました。
増子コーチより

３年生

★優勝★

小中台招待試合優勝
県大会ベスト8前の招待試合として挑んだ小
中台招待でしたが、選手達にはどんな試合でも
全力で立ち向かうことを目標として臨みました。
これまで、ミニサッカーでは勝ったり負けたりと、何
故か相性の悪かったコスモスさんが決勝の相手と
なり、8人制となってからのレベルの差がどうなって
いるのかを観るよい試合でした。
一つ一つの場面での考え方、判断、技術、ま
た、ピッチ全体を使ったチームとしての組み立て
方、攻守の切り替えなどサッカーにおいて必要な
要素を存分に表現することが出来ました。
どんな大会でも優勝というのは難しいものです。
みんなおめでとう！
月橋コーチより

2019年から2020年の競技規則が変わりました！
既にプロでは適用されています。
先日、コーチ会議にて細かい部分についての勉強会はしてありますが、その中から『これだけは知っておいてね！』というところを抜粋してご説明いたします。
シャツの袖と同じ色のアンダーシャツもOKとなりました。
これまでは、袖の主たる色と同じでなければならない、とされていました。アローズの場合はオレンジがメインカラーなので中に着るアンダーシャツもオレンジでな
ければならなかったのですが、もし、袖の淵の部分だけ紺色だとしたらアンダーシャツ紺色でもオッケーということです。
競技規則にはパンツについての記載はありませんがシャツと同じ考えで良いです。記載が無いのは、おそらくプロの選手がスパッツを殆ど履かないからだと思い
ますし、どんな寒冷地での試合でもプロの選手がスパッツを履いているのは見たことがないですね…。高校サッカーくらいまでは履いている選手は多く見かけま
すが、考え方としてはシャツと同じでお願いします。
ゴールキックはペナルティーエリアからボールが出なくても始められるようになりました。
これまでは、ボールは一旦ペナルティーエリアの外に出てからがインプレーとされていましたが、これからはボールをちょんと動かせばそこでプレーを始めることが出
来るようになりました。
どんなに思い切り蹴っても遠くに飛ばない低学年にはとても良いルール変更となりましたね！
但し、相手はそこを狙ってくるから取られないように頭と技術を磨こう！
ボールが主審に当たってゴールインになったり、攻守が入れ替わった場合は、主審にボールが当たった位置からドロップボールで再開となりました。
以前は主審はフィールドに落ちていた石ころという考え方で、例え主審にボールが当たって方向が変わってゴールインとなってもそのゴールを無効にすることは
出来ませんでした。また、主審にボールが当たって攻守が入れ替わってもそのままプレーは続行でした。
その他、チーム役員にもイエローカードとレッドカードが出されるようになったとか、ハンドの反則に対する解釈が明確化されたり、ドロップボールでの再開の方
法、PKのルールなど、壁に入る人数と相手競技者の位置など細かい点は沢山ありますが、興味のある方はJFAの公式サイトに動画付きで掲載されている
ので見てください。
ルールを覚えると子供たちのサッカーもより楽しめるはずです！
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