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7/21 TRM
⚫ 0-2 葛城FC　○ 1-0 CFC
△ 0-0 葛城FC　○ 4-0 CFC

砂ぼこりが舞う猛暑のな
か、最後まで全力で戦いま
した。

7/29　草野FC TRM ○ 2-1　○ 1-0　○ 3-0　○ 4-0
大雨が降って天候が不安定
な中最後まで頑張り見事、
全勝しました。

4年

7/1 区大会
● 1-6 ポカルス
○ 8-0 千葉SC

梅雨が明け、厳しい暑さの
中頑張ってくれました。残
念ながら決勝トーナメント
には上がれませんでした
が、この経験を次回へ繋げ
て欲しいです。

7/7 ジンガ千葉育成リーグ決勝大会
● 0-2 フェルサ祇園　● 0-5 FC根郷
● 0-2 パサニオール誉田
● 0-4 あざみ野　● 0-6 TDFC

今日は全敗、無得点でとて
も残念でしたが、最後の試
合まで諦めずに一点を取ろ
うと頑張っていました。

7/15 TRM
○ 4-1　○ 2-0　● 0-1　△ 1-1
● 0-2　○ 3-0

真夏日で暑い中、最後まで
気を抜かずに精一杯頑張り
ました。

7/16　市大会　ネイビーチーム
● 0-2　FC cuore
TRM
△ 0-0　● 3-0

天候もとても暑い中ギリギ
リの人数で頑張りました。

7/29　フォレストリーグ
△ 1-1 船橋若松
TRM
● 0-2　○ 7-0　● 0-1　● 0-2

リーグ戦残り１分で追いつ
かれてしまい引分になって
しまいました。

5年

7/7　市大会　オレンジチーム
○ 8-1　JOGO
○ 14-0　JSC AQUA

市大会1日目、2勝できまし
た。子供達のいい笑顔がみ
れました。

7/8　市大会　ネイビーチーム
● 0-5　大宮FC
● 0-10　アブレイズ千葉SC
○ 2-1　草野FC

とても暑い中3試合頑張りま
した。得点をとってからは
子供達もよく声が出ててよ
かったです。

7/14　市大会　オレンジチーム
☆トーナメント進出☆

○ 4-0 幕張リバティーズ
● 1-2 FAVERZE

グループリーグ3勝1敗でな
んとか２位通過することが
できました。トーナメント
に向けてまた頑張ってほし
いです！

6年

7/7 幸町スワローズ合同 TRM

○ 2-0 小仲台FC　● 0-1 小仲台FC
○ 4-0 国分寺台FC　○ 2-0 国分寺台FC
△ 0-0 小仲台FC　● 2-3 国分寺台FC
○ 4-3 小仲台FC

この日アローズで初ゴール
を決めた子もいました！

7/14 FC MAKUHARI カップ
● 0-4 FC幕西　○ 1-0 浜野JSC
● 0-8 習志野MMS香澄　● 0-1 稲毛FC

試合結果は負け越していま
すが、5年生と共に頑張って
いました。

7/15 FC MAKUHARI カップ
● 0-3 西小仲台FC　● 0-1 磯辺FC
△ 0-0 習志野MSS香澄　● 0-2 稲毛FC

連日猛暑の中、5年生と一緒
に最後まで頑張りました。

試合結果報告（7月）

学年 試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

痛いほど強烈な日差しが、くっきりと濃い影をグラウンドに描く、葉月。

お盆を迎え、楽しい夏休みも折り返し地点を過ぎ、そろそろ宿題が気になり始める時期

でしょうか。

アローズの合宿も無事に終わり、参加した子もそうでない子もまた一段と成長したこと

でしょう。

夏の成果が実を結ぶ、そんな秋が待ち遠しいですね！
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猛暑の中、みんながんばり
ました。

7/16 ジンガ育成リーグプレ大会

●0-2 北貝塚FC
●0-1 CFC
●1-3 大和田FC
●0-15 FC根郷
●0-3 ちはら台

なかなか点数にはつながり
ませんでしたが、ゴールに
向かう気持ちはよくでてい
ました。後半は暑さのため
集中力が欠けてしまいまし
たが、１年にとっては、8分
-1分-8分という長い時間、
よく頑張りました。

幼児 7/16　ジンガ育成リーグ プレ大会

● 0-1 パサニA
△ 0-0 GINGA
○ 2-1 CFC
○ 2-0 パサニB

今日も暑い中よく頑張りま
した。控え選手がいない中
で最後までよく走っていま
したね。立派です!

 酷暑の中、それぞれで課題
を持って練習試合に取り組
みました。

7/29　TRM
○ 2-0 ちはら台　○ 1-0 アウルFC
○ 4-0 ちはら台　○ 4-0 アウル
● 1-7 ちはら台　△ 1-1 アウル

猛暑の中、交代無しで6試
合。特に後半は体力的に大
分きつそうでしたが、体験
の子も活躍してくれて、み
んなよく頑張りました。

1年

7/7 八千代ミニサッカー大会

○ 3-0 成田FC
△ 2-2 谷津SCゴラッソ
● 1-2 アミーズFC
● 0-2 船橋イレブンB
● 0-6 ポカルスFCA
5位、6位トーナメント
● 1-5 船橋若松

前日が雨だったため、どろ
んこになりながら走りまわ
りました。

7/14 美浜区ポートフェスティバル
● 0-3 バディーSC千葉 B
● 0-4 小中台FC

3年 7/22 若松YGカップ ☆準優勝☆

○ 4-1 KSC
△ 1-1 若松M
○ 3-2 八木が谷北FC
決勝
● 1-3 若松W

準優勝という結果になりま
した。とても暑い中、よく
頑張りました。

２年

7/14 美浜区ポートフェスティバル

○ 3-0 蘇我SC A
○ 3-0 レグルス
決勝トーナメント
● 1-3 イーグルス A

猛暑の中交代無しのイーグ
ルス戦、よく頑張りました
が惜しくも破れてしまいま
した。

7/15 ジョカーレ TRM

◯ 1-0 ジョカーレ
◯ 1-0 2年4名VS1年+幼児
◯ 5-0 2年4名VSジョカーレ
◯ 2-0 2年4名VS1年
◯ 5-0 ジョカーレ
△ 0-0 2年4名VS1年
◯ 3-1 ジョカーレ

3年生

7/22 若松YGカップ

★準優勝★

TOPIX

2年生と一緒に、猛暑の熱戦を制して

リーグ1位突破！ 勝ち点、得失点差で

は順位が決まらず、得点差で勝ち抜き

ました。

決勝戦では残念ながら負けてしまった

ものの、見事準優勝を飾りました！！
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８月１8日、19日に高浜北団地の夏祭りに今年もアローズとして出店いたします。

ご父兄の皆様、お手伝いのご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お知らせ

8月３日～５日、アローズ・夏合宿が波崎グラウンドにて行なわれました！

今年の夏合宿’18のテーマは、【自立】と【感謝】!

親元を離れてのサッカー漬けの3日間、少しだけかも知れませんが、たくましくなりました。

多学年にまたがる班に分かれ、その班単位で行動していたので、普段は接することの少ない他学年のチー

ムメイトとの交流も良い経験になったでしょう。普段は親にやってもらっていることも自分達でやること

で、親への感謝の気持ちも少し芽生えたのではないでしょうか。子供達にとって夏休みの良い思い出に

なったと思います。厳しくも愛情溢れる指導をしてくださったコーチにも感謝です！


