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4年

2/2 TRM

ハーフコート Aチーム
△1-1 葛城A
○ 2-1 CFC A
○ 1-0 葛城B
△ 1-1 CFC B
ハーフコート Bチーム
○ 1-0 葛城B
○ 1-0 CFC B
○ 1-0 B葛城A
○ 3-1 CFC A
フルコート
● 1-2 葛城
○ 4-0 CFC
○ 2-1 葛城
● 0-2 CFC

インフルエンザ等で人数が
足りなかったため、アロー
ズ、葛城、CFC混合チーム
を作りましたが、非常によ
い経験になりました。
最後の最後まで諦めずに、
頑張りました。

2/17 MSS香澄カップ
☆3位☆

予選リーグ
△ 0-0 MSS香澄W
△ 0-0 MSS香澄G
三位決定戦
○ 3-0 MSS香澄Y

予想外に寒いなかでの戦い
でしたが、声を出してボー
ルを追いかけて、一年ぶり
に入賞でメダルを掴むこと
ができました。

2/24 幸町FC招待
★3位★

○ 3-0 習志野台
● 0-1 幸町FC
● 0-1 小中台FC
○ 1-0 高州コスモス
△ 0-0 クレア

総合3位！負けしまった試
合も惜しい負けでした。子
供達の上達を感じた大会で
した。

5年
2/24 フォレストリーグトーナメント
☆敢闘賞☆

○ 2-0 夏見
△ 0-0 大久保 (コイントスで勝ち上がり)
準決勝
● 0-3 葛飾
3位決定戦
● 0-4 東習志野

4位で敢闘賞頂きました！
控えなしで頑張りました！

2/16 小学生大会 決勝トーナメント2日目 ● 1-5 ラルクベール
強豪相手に頑張りました。
ベスト16！

2/23 若葉カップ決勝リーグ
△ 0-0 北貝塚
● 0-1 日暮里FC

交代要員のいない中、みん
な最後まで頑張りました。
惜しい場面も何度もあり、
とても悔しがっていまし
た。

6年

2/2 小学生大会決勝トーナメント1日目 ○ 3-0 千葉FC
市大会初の決勝トーナメン
ト。大人サイズのフルコー
トで一生懸命走りました！

2/3 STOLSカップ（ミニサッカー）
★2位★

予選リーグ
○ 11-0 若葉ホワイト
○ 10-0 東海B
● 1-2 きみつホワイト
プレミアムトーナメント
○ 1-0 PHFCピンク
○ 3-0 青堀SC
決勝
○ 5-0 STOLS壱
--------------
ママPK
● 1-2 PHFCママ

プレミアムトーナメント優
勝！唯一負けたきみつホワ
イトが総合優勝でした。
チームワーク良く試合を楽
しんでいました！

2/10 若葉カップ予選
○ 1-0 小中台
○ 3-0 信篤

予選リーグ1位通過！

試合結果報告（2月）

学年 試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

一雨ごとに春めいて、気付けば今年度も新旧役員の交代の時期です。

この一年も、役員の方々、ご父兄の方々の沢山のご協力、ありがとうございました。

そして新役員の皆さん、大切な子供たち選手のために、今後もよろしくお願いします。

色づき始めた桜のつぼみのように、新年度アローズへの期待も膨らんでいきます！
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幼児

2/2 ジンガ育成リーグ

○ 1-0 ちはら台
○ 2-0 ジンガ
△ 1-1 パサニオール
練習試合
○ 1-0 パサニオール
○ 1-0 ちはら台

9分ハーフで長かったので
すが、みんなよく走って頑
張りました。負け無しとい
う素晴らしい結果です。み
んなに良いプレーが沢山み
られました！次も楽しみで
す。

2/24 レグルスカップ
☆準優勝☆

○ 2-0 パサニオールB
○ 1-0 HAMANO C
準決勝
○ 4-0 高根東SSS
決勝
● 0-4 パサニオールA

8人全員で頑張りました。
準優勝！！各人良いプレー
をしていました。

3年 2/23 FCフォルテ TRM
● 0-3  ◯ 3-0 ◯ 2-0  ● 0-1  ◯ 2-1
◯ 1-0  ● 0-5

最後は疲れがでたようです
が、課題を持ってやりきり
ました。今日の試合が次に
つながることを期待してま
す。

２年 2/16 アローズカップ

● 0-1 高洲コスモス
○ 6-0 幸町スワローズ
○ 2-1 GINGA B
決勝トーナメント
アローズ (VS) 千葉FC
○ 2-2 (PK 5-4) 千葉FC
● 2-4 HAMANO JFC
3位決定戦
● 2-2 (PK 1-3)  GINGA B

勝てる試合を勝ちきれない
「気持ち」が結果に表れた
大会でした。脚が止まって
いる時、集中力が途切れそ
うな時、チームでどうやっ
て盛り上げて勝つ流れを掴
むか。まさに4位たる結果
でした。今後の課題がクリ
アになったと捉え、前に進
むのみ！

TOPIX

6年生

2/24 幸町FC招待 ★3位★

6年生がまたやってくれました！3位入賞です！！

6年生

2/3 STOLSカップ ★2位★

プレミアムトーナメントで優勝！総合2位の

成績を収めました！

4年生

2/17 MSS香澄カップ

★3位★

寒さに負けず、懸命に走って、

見事3位を勝ち取りました！！
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お知らせ

2019年2月24日に高浜公民館2階講堂にて、2018年度F.C.アローズ総会が開催され、2019年度の役員及び、

コーチングスタッフが決定しました。

新役員の皆さま、１年間よろしくお願いいたします。旧役員の皆さま、ありがとうございました！

アローズは子供達と保護者で作るチームです。

役員だけでなく、会員全体で運営を支えていきましょう！！

２年生

2/16 アローズカップ

２年生によるアローズカップが海浜

小学校にて開催されました。

皆様、ご協力ありがとうございまし

た。

幼児

2/24 レグルスカップ

★準優勝★

強豪含む14チームの中、

幼児さん全員の力で、準優勝をＧＥＴです！！


