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梅雨に入り蒸し暑い毎日がつづいております。
季節とはうらはらに子供たちが、晴れやかにプレーをしている姿をみると自然に笑みがこぼれます。
コロナ禍はまだまだ続いていますが、練習やTRMで培ったパフォーマンスを最大限に発揮できることを期待しております。

試合結果報告（5月）
学年

試合日 / 大会名

対戦相手 / 勝敗 / スコア
第1試合

2021/5/2（日）
柏台JFC TRM

備考

前半 7-0
後半 8-0

第2試合

今日の試合は相手のゆっくりペースに合わせず早
い展開とパスを意識して大量得点に繋げました。

前半 4-0

以降、雨天により中止。

2021/5/5（水祝）

第1試合 vs 小中台

○ 2-0

第2試合 vs 若松エルフ

○ 4-0

小中台FC、若松エルフ TRM 第3試合 vs 小中台

5年

2021/5/16（日）
草野FC TRM

△ 0-0

第4試合 vs 若松エルフ

○ 2-0

第5試合 vs 小中台

△ 0-0

第6試合 vs 若松エルフ

○ 3-0

第7試合 vs 小中台

○ 2-0

第8試合 vs 小中台

○ 1-0

第1試合

○ 6-0

第2試合

○ 2-0

第3試合

○ 7-0

第4試合

○ 2-0

第5試合

○ 4-0

第6試合

○ 2-1

第7試合

○ 5-0

1.2試合目は、ほとんどの時間帯、アローズ選手
がボールを支配してのゲーム運びとなりました。
3-5試合目は、いつもとは違うポジションも経験
させてもらい、色々と学ぶことが出来たのではな
いでしょうか。
最後は、中々ゴールを奪えなかった小中台さんか
ら得点を決めることが出来、強風＆小雨の中、子
供たちは半日頑張りました!
保護者の皆様も、寒い中応援お疲れ様でした。

昨日のTRM、午前連後のTRM、皆様お疲れ様で
した。途中疲労から集中力が切れたようなプレー
もありましたが、雨の中最後まで頑張りました。
また何より本日からみっちーの復帰！！楽しそう
にサッカーをしているのが見られたのは本当に嬉
しいことです。そして復帰初の試合で早速ゴール
を決めてくれるみっちー！聞いていた話では相当
上手いと聞いていましたがその通りでした！！
まだ痛みも出るようなので、無理をせず、これか
らまたみんなで一緒に練習頑張って行きましょ
う。
動いていても雨で体は冷えてしまっていると思い
ますので、風邪をひかないようにゆっくり休みま
しょう。雨の中お疲れ様でした。

2021/5/23（日）
FC. EDO TRM

2021/5/30（日）
ネイビー

vs 花園

TRM

第1試合

White

△ 1-1

第2試合

Navy

○ 10-0

第3試合

White

○ 1-0

第4試合

Navy

○ 3-0

第5試合

White vs Navy

第6試合

White

● 0-2

第7試合

Navy

● 0-1

第8試合

White

○ 1-0

第9試合

Navy

○ 7-0

第10試合 White

○ 2-0

第11試合 Navy

○ 6-0

第1試合

○ 1-0

第2試合

○ 1-0

第3試合

△ 0-0

第4試合

○ 1-0

第5試合

○ 1-0

第6試合

○ 3-0

第7試合

○ 1-0

第8試合

△ 0-0

第1試合 vs CIイレブン

○ 3-1

第2試合 vs UNO木更津

○ 3-0

第3試合 vs CIイレブン

○ 5-0

0-5

Whiteは、連携プレーが良くなっているように
感じました。
Navyは、個人技が冴えていて、得点につな
がるプレーがたくさんありました。
そして何より4年生の活躍が目立ちました。
今日は11試合、本当にお疲れ様でした。

レベルの高い相手に無失点で終われたの
はとても素晴らしかったです。
途中から疲れが見られ、プレーが雑になっ
てしまった部分もありましたが、連携プレー
も良くなっており暑い中良く走っていました。
惜しいシュートが何本かあったので、そこは
課題だと思いました。
選手、保護者の皆様暑い中お疲れ様でし
た！

5年

2021/5/30（日）
ホワイト

vs

CIイレブン/ FC UNO木更津 第4試合 vs UNO木更津
TRM

△ 1-1

第5試合 vs CIイレブン

○ 3-0

第6試合 vs UNO木更津

○ 2-1

全員でディフェンスをしようとする意識が見え、
個人個人が他人任せにせず、自分から行動する様
子が見られました。4年生との連携も前回よりス
ムーズになり、チームとしてのまとまりも出てき
たように感じます。
暑さ馴れの面でも良い経験となりました。

感謝の気持ちを持ち、市大会に挑みます。

2021/5/2（日）

第1試合 vs 都賀ライオンズ

△ 3-3

第2試合 vs FCおゆみ野

● 0-4

市大会予選

声を出し合ったり、体の当てることはできていま
したが、残念ながら1日目は勝つことが出来ませ
んでした。残りの試合は諦めず、最後まで走れる
ように頑張って欲しいです。
コーチ・保護者の皆様、本日はお疲れ様でした。

第1試合 vs 幕張リバティーズ ○ 13-0
2021/5/4（火祝）

第2試合 vs 宮野木FC

○ 2-0

第1試合 vs CFC

● 0-3

第2試合 vs 行田東

● 0-1

第3試合 vs CFC

○ 5-0

第4試合 vs 行田東

● 0-3

第5試合 vs CFC

○ 4-1

第6試合 vs 行田東

● 0-5

第1試合 vs FCリベリオ

● 0-6

市大会予選

2021/5/8（土）
CFC/行田東 TRM
4年

2021/5/16（日）
市大会決勝トーナメント

2021/5/29（土）
レグルスFC TRM

2021/5/1（土）
磯辺FC TRM

第1試合

○ 9-1

第2試合

○ 9-1

第3試合

○ 12-0

第1試合

アローズA

△1-1

第2試合

アローズB

● 1-3

第3試合

アローズA

○ 6-1

第4試合

アローズB

● 1-3

第5試合

アローズA vs B

第6試合

アローズB

炎天下の中、声を出して一丸となって勝利を勝ち
取りました!!
コーチの皆様、保護者の皆様、お疲れ様でした。

立ち上がりはなかなか調子が出なかったのです
が、2試合目以降少しづつ動けるようになりまし
た。あたりは良かったのですが、走り負けている
感じがありました。
今日の課題を練習で克服し、決勝トーナメントに
挑んで欲しいです。
コーチの皆様、保護者の皆様、今日もお疲れ様で
した！！

試合の入り方がはまらず、試合展開が落ち着く前
に失点を重ねてしまい、前半で0-5となりまし
た。後半は徐々に落ち着き、何度かチャンスも作
れたので、来月の区大会、アローズ杯では期待で
きると思います！
コーチ、選手、保護者の皆様、お疲れ様でし
た！！
最終ラインを調整する、パスをまわすという事を
意識しながら、試合に臨みました。
そして今日は、GK以外全員が得点する事が出来
ました。前回の試合に比べ、声も出ていてよかっ
たと思います。
コーチ、保護者の皆様、朝早くからお疲れ様でし
た。

4-0

各々ポジションを理解しつつあり、バランスが良
くなってきているように感じました。
しかし、試合中の声掛けが少ないのでもっと元気
に声を出してチーム一丸で今後も頑張って欲しい
です。

0-1天候悪化で途中終了。

3年
2021/5/8（土）
フロインツ TRM

第1試合 vent vs フロインツA

○ 1-0

第2試合 tuono vs フロインツB

○ 3-0

第3試合 tuono vs フロインツA

● 0-2

第4試合 vent vs フロインツB

○ 9-0

第5試合 tuono vs フロインツB

● 0-2

第6試合 vent vs フロインツA

○ 5-0

第7試合 tuono vs フロインツB

● 0-3

第8試合 vent vs フロインツA

○ 2-0

第9試合 tuono vs フロインツ

● 0-1

第10試合 vent vs フロインツ

○ 1-0

アローズ両チーム共に初戦から動きが良く、相手
ゴール前でプレーしている時間が多かったです。
コーチからもありましたが、得点を決めた時は
チームみんなで声をかけあえたら中盤の疲れの中
でも力を出していけると思います。
日差しが強い中、頑張りました。

3年

2021/5/30（日）
アローズ touno
市大会予選Ｋブロック

第1試合 vs Wings U-12w

● 0-12

第2試合 vs FAVERZE

● 0-6

暑い中、コーチの皆様、保護者の皆様お疲れ様で
した。自分のポジションを理解するのが未だ難し
い様子でしたが、頑張ってボールに向かって良く
走っていました。声No.1は誠ちゃんでした。
みんなも大きな掛け声が出ると良いですね。有難
うございました。

お知らせ

梅雨時の晴れ間や、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しょう。
応援する大人も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！
・各ご家庭で準備出来るものとして、500ｍｌペットボトル氷を持参しても良いでしょう。

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
団体登録しております。
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ておりますので
機会がありましたらFCアローズのBOXに黄色いレシートを投函ください。
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。

