令和3年4月号
HP: http://www.fc-arrows.com/

陽春の候、 コロナ禍での大変な中でも前年度に比べ子供たちは心身ともに成長し、1年間の歩みを感じます。
６年生はこの春、無事卒団式を終え、１年生から５年生は１学年上へと一つ階段を上ります。
これからもアローズでの経験を生かして大きく飛躍してほしいと願うとともに、
在団生にも楽しむサッカー・チャレンジするサッカーが出来る様に、役員も保護者もみんなで協力して参りましょう。

試合結果報告（3月）
学年

試合日 / 大会名

2021/3/7（日）
HAMANO JFC

TRM

対戦相手 / 勝敗 / スコア
第1試合

△ 2-2

第2試合

△ 2-2

第3試合

○ 1-0

備考

海浜小での最後の試合がついに終了しました。
HAMANOさん相手でも、皆集中し、応援者も
息をつく間がない程の展開でとても楽しませて
もらいました。みんなの成長に感動し、このま
まアローズ杯への期待に繋がりました。

第1試合 vs 高洲コスモスFC ● 0-1
2021/3/14（日）

第2試合 vs CFC

○ 2-0

アローズカップU12

第3試合 vs 千城台FC

△ 0-0

卒団記念試合

第4試合 vs 行田東FC

△ 0-0

第5試合 vs 柏台JSC

○ 3-0

第6試合 vs 大木戸SC

○ 1-0

第7試合 vs 葛城FC

○ 1-0

第1試合 vs 行田東FC

○ 2-0

祝☆

第2位！！

６年
2021/3/20（土）
アローズ交流戦

第2試合 vs 高洲コスモスFC △ 2-2
第3試合 vs CFC

△ 1-1

第4試合 vs 千城台FC

○ 2-0

第5試合 vs 行田東FC

● 0-1

第6試合 vs CFC

○ 2-0

最後のアローズカップ、2位入賞おめでとう～
初戦から気合が入っていて、子供たちの成長が
感じられる試合ばかりでした。
このチームで、このメンバーで最後に闘えたこ
とが嬉しかったです。

6年生アローズ最後の試合でした。
みんなの気合も入っていたし永遠のライバルの
コスモス戦もとてもおもしろい試合になりまし
た。アローズらしく楽しく試合が出来たと思い
ます。
選手、コーチ、保護者の皆様、本当にお疲れ様
でした。

学年

試合日 / 大会名

2021/3/20（土）

対戦相手 / 勝敗 / スコア
第1試合

○ 6-2

第2試合

○ 4-0

第3試合

○ 4-0

第1試合

△ 1-1

第2試合

● 1-2

第3試合

△ 1-1

第4試合

● 1-4

第5試合

● 1-3

良かった点…
みんなで繋ぐを意識、
ボール奪取の意識が出ていた
足りなかった点…
立ち上がりの失点、
集中が足りず残念
いつも頼っている選手が
不在の為、その他の選手の
体力不足がバレた。
コロナ禍で落ちた体力アップが必要と
わかった試合でもありました。

4年
CFC

TRM

2021/3/6（土）
FC リベリオ

TRM

クラブチーム相手に果敢に挑んでいる姿に成長
を感じました。
課題はありますが、日々の練習を積み重ねてま
た対戦してほしいです。

第1試合 vs CFC1

○ 1-0

第2試合 vs CFC2

△ 0-0

第3試合 vs CFC1

○ 1-0

TRM

第4試合 vs CFC2

○ 1-0

3勝3敗1分

第5試合 vs CFC1

● 0-3

第6試合 vs CFC2

● 0-1

第7試合 vs CFC1，2

● 0-3

2021/3/20（土）
CFC

備考

3年

集中して試合に入り、最初は球際も頑張って
戦っていたので、3年生の夏まで負け越してば
かりだったCFCに勝てる様になって来たのは
大きな成長だなと感じました。サイドから崩し
て大きなチャンスを作る場面も何度か見られま
したが、まだまだ仲間を信頼して預ける事が課
題なので、みんなで点が取れる様に、パスをも
らえる位置に連動して動くことが出来るように
なるとチャンスも増えそうだなと感じます！
4試合目までは何とか集中して頑張りました
が、後半の体力と集中力が持たず、崩されて得
点されて負けたというより、自分たちのミスか
らポンポンと点を入れられてしまったので、
「最後まで戦う気持ち」が、全員が続く様にな
ると良いなと見ていて思いました。
点を取られても「取り返そう！」と声が出てた
のはとても良かったです。途中、負けが嵩んで
イライラからマイナスな言葉が増えてしまうの
を、意識してプラスの言葉に変えられるように
すると、最後までみんなが前向きに頑張れる力
に変わると思うので、少しずつ身につけて、子
供達同士で励まし合える様になるといいなと思
います。
来週は幕西さんで再度CFCさんとも戦うの
で、今回うまくいかなかったことを修正して、
3年生最後の試合で是非タイトルを取って欲し
いです。
お疲れ様でした！

2021/3/27（土）
Macカップ

第1試合 vs 向山イレブン

○ 3-1

第2試合 vs FC幕西

△ 4-4

第3試合 vs 千葉FC

● 0-2

1人1人が良く走り、課題であった広くコート
を使ってのパス回しもとても良く出来ていまし
た。勝ち進んでいるときは元気良く声も沢山出
ているのですが、負けている時に声が出なくな
り雰囲気も暗くなってしまいがちなので、自分
達で声を出し立て直しが出来るよう次回以降も
頑張ってほしいです！
コーチ、保護者の皆様お疲れ様でしたm(_ _）
m

TOPICS
3/14（日） 6年生アローズカップ
2位入賞！！☆☆☆ コーチ、ご家族の多大なご協力をいただきました。

３/２7（土） ご卒団、おめでとうございます！！
『本日、６年生１１名無事に卒団を迎えることが出来ました。
アローズでの経験を糧に、それぞれ次のステージへと進んでいきたいと思います。
今までありがとうございました。』 by 卒団生・保護者一同

☆☆ 希望に満ちて友に羽ばたけ、アローズ卒団生！！

お知らせ
この度、広報活動の一環として、「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」に
団体登録致しました。
店舗は、イオンスタイル検見川浜店（検見川浜駅前）です。
キャンペーンは毎月１１日に開催し、団体名が書かれたボックスが設置され応援して下さ
います。
また、店頭での募集活動が可能な時は、有志を募りますのでご協力頂ければ幸いです。

・３/１４（日）、高浜海浜小学校での校庭清掃活動に参加された選手・コーチ・
保護者の方々、ご協力頂き、ありがとうございました。
おかげさまで、予定通り２時間弱で終了する事が出来、綺麗になった校庭で清々しく
練習に励む姿が見れました。
・又、５/８（土）は、稲毛第二小学校での校庭清掃が予定されております。
ご参加・ご協力のほど、何卒よろしくお願い致します。

駐車場の利用について、再度 お願い。
他団体や先生方も利用する限られたスペースです。
練習や試合終了後は速やかに駐車場を空けていただけますよう、ご協力お願いいたします。
＜高浜海浜小駐車場利用について＞
アローズが駐車場として利用できるのは正門を入って左側（校舎側）の１～６、
及び渡り廊下を渡った土の部分になります。
※来賓用には停められません！！
※注意を受ける事例がありますので、駐車場所は必ず守ってください。
※渡り廊下を渡った場合は、利用後、掃除をお願いします。

