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２年 1/19 GINGA 育成リーグ

○ 1-0 ジンガＢ
○ 4-1 GINGA A
● 0-2 HAMANO
○ 2-0 CFC
○ 1-0 アブレイズ

今日は各自とチームの目当
てを決めてから試合に挑み
ました。目当てを達成する
ために、ひとりひとりが頑
張りました。

4年

1/13 TRM

<ミニコート>
○ 3-0 ファナティコ
○ 1-0 どろんこ市川
○ 3-0 ファナティコ
○ 3-1 どろんこ市川
○ 4-0 ファナティコ
<フルコート>
△ 0-0 どろんこ市川
○ 3-0 ファナティコ
△ 0-0 どろんこ市川

声もよく出ていてよく走り
ました。二年生も飛び入り
参加してくれましたが、大
活躍でした。

1/20 TRM

● 0-3 大木戸
○ 2-1  都賀ライオンズ
○ 2-0 大木戸
○ 1-0 都賀ライオンズ
● 1-4大木戸
● 0-2 都賀ライオンズ

コーチの熱い指導のもと、
こども達よく頑張りまし
た！
見ていてすごく成長を感じ
た試合でした。

1/27 TRM

△ 1-1 五井
● 0-3 イーグルス
○ 3-1 五井
● 1-3 イーグルス
△ 0-0 五井
○ 2-0 イーグルス
● 1-2 五井
● 0-2 イーグルス

強風の寒い中、みんな一生
懸命走って、声出して頑張
りました。強いチームと対
戦でき、いい経験になった
と思います。

5年

1/6 レグルスTRM

○ 5-0 大久保
○ 2-0 レグルス
● 1-5 大久保
○ 1-0 レグルス
○ 4-1 大久保
○ 3-0 レグルス

5勝1敗でした！1敗悔しい
ですが、色々なゴールが見
れてよかったです。

 1/27 フォレストリーグ
○ 11-0 中野木
TRM 中野木
○ 2-0  ○ 1-0  ○ 3-0  ○ 2-0

今日はみんな声も出ていて
楽しそうにやっていてよ
かったです。

6年

1/20 小学生大会
○ 3-0 西小中台FCW
○ 3-0 レグルス

とても寒く、小雨も降る
中、震えながら始まった試
合でしたが、先に点を決め
てからみんな寒さも忘れ頑
張っていました！

1/20 STOLS TRM
● 0-1  ● 0-0  ○ 1-0
5・6年連合vs 5年
○ 1-0  △ 0-0

頑張りました！

1/26 小学生大会 予選リーグ2日目
○ 2-1 FCおゆみ野
TRM　レグルス
△  0-0  △  0-0  △  2-2

予選リーグ1位通過！頑張
りました。

試合結果報告（12月）

学年 試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

寒くて乾燥した、インフルエンザの季節がやってきました。

土埃舞うグラウンドで元気に走り回るアローズの子ども達を見ていると、『子供は風の

子』だと実感します。

大寒から立春へ。

時折差し込む穏やかな日差しや紅梅の開花など、春は一歩一歩確実に近づいているよう

です。
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1年 1/20 アローズカップ

予選リーグ
〇1-0　宮野木SC
△0-0　蘇我SC
●1-3　アブレイズ千葉SC
〇1-0　小中台FC
●1-4　レグルスFC
３位決定戦
●0-1　アブレイズ千葉SC

良い経験になりました。
今日の悔しさを次に繋げて
いって欲しいと思います。

幼児 1/20 アローズカップ

予選リーグ
●1-2　西小中台FC
○1-0　FCコパソル
○3-0　CFC
●0-2　高洲コスモスFC
●0-1　HAMANO JFC
３位決定戦
●0-1　FCコパソル

エースが病欠の中、全員が
集中して善戦しました。
試合の中で皆の成長が見ら
れました。

２年 1/20 コパソルTRM

○ 2-0 コパソルP
○ 3-0  コパソルB
△ 1-1 コパソルP
△ 0-0 コパソルB
○1-0  コパソルP
△ 1-1 コパソル（ALL STAR）

今年初の8人制TRM。試合
結果より、試合内容にこだ
わり、各自が前日に立てた
目標達成に向け、自分の動
き、チームの流れを意識し
て取り組みました。まだま
だ課題はありますが、試合
が進むに連れ、連携が良く
なる実のある半日でした。

1/20 幼児・1年アローズカップ

TOPIX

海浜小学校にて、幼児と1年生による

アローズカップが開催されました！

主催ということで、コーチ、ご家族の多

大なご協力をいただきました。

子ども達にとっても、ホームでの試合開

催は、特別な思い出になったと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

下記日時でアローズの総会が開催されます。

もしご参加できない場合は、2/17迄に各学年委員さんまで委任状をご提出ください。

【F.C. アローズ定期総会】

日付 ：2 月 24日（日）

時間 ：15時～17時

場所 ：高浜公民館 2階講堂

お知らせ


