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試合結果報告（5月）

試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手

6年

5/5　U-12

ネイビーチーム
●1-3 ユーカリが丘SCブランコ
●0-19 Wings U12TOP

まだまだ次の試合への課題が残る結
果となりました。

オレンジチーム
●1-2 青堀SC
◯7-0 ポカルスFC

5/12　U-12

ネイビーチーム
●0-14 セレステ成田JFC

途中キーパー交代があったりしまし
たが、頑張りました。

オレンジチーム
●0-6 エム・イー・エスvittorias FC jr 
●0-3 FCボレイロ成田

なかなか自分達のプレーをさせても
らえず、終始苦しい試合でしたが頑
張りました。

5/12　ときがねFC　TRM

オレンジチーム
◯1-0
◯2-1
◯4-0
●0-1

5年

5/11　3.4.5年合同　葛城FC　TRM

ハーフコート
△ 0-0 
○ 2-0  
○ 1-0
○ 2-0

フルコート
△ 0-0
○ 3-2
● 0-6
● 1-3
△ 1-1
△ 0-0

気温が高く、日差しがキツイ試合で
したが、最後まで頑張りました。

5/19　TRM

◯3-0 国分寺台FC
△0-0 五井FC
◯1-0 国分寺台FC
△0-0 五井FC

来月の市大会に向け、色々なポジシ
ョンを経験しながら練習試合に臨み
ました。
なかなか決めきれない場面もありま
したが、声を出しながら精一杯頑張
りました。

4年 

5/5　TRM

●1-2 木更津A
〇9-0 MIYAMAEAST(2.3.4.5年MIX)
●1-2 木更津A
〇6-0 木更津3年生
〇2-0 MIYAMAEAST(4、5年)
〇3-1 木更津B
△0-0 木更津A

20分1本を8人交代無しで行いまし
た。
見る力
オフザボールの動き
決勝トーナメントの相手を想定し行
いました。

決めるときに決めきれない
今回はこれにつきました。
勝つ為に決めきれる戦いをしてほし
いです。
まだまだチーム、個の課題がたくさ
んあります。
今後ともよろしくお願いします。

5/11　市大会　決勝リーグ
△1-1
PK
●1-3 CFC U10

先制しましたが、追いつかれてしま
いPK戦の末負けてしまいました。
緊張感の中いかに自分の力を発揮す
るか新しい課題も一人一人見つかり
これからの成長に繋げて欲しいです
。

5/12　３・４年生　TRM

△0-0 イーグルス
〇2-0 パサニオール
〇1-0 イーグルス
●0-4 パサニオール
●1-3 イーグルス
〇3-0 パサニオール
●1-3 イーグルス
●0-2 パサニオール

それぞれの持ち味はそのままに、今
後の課題は練習と実戦を積み重ねて
、３年生の市大会までに調整してい
けたらいいですね。

5/18　３・４年生　TRM

〇2-0 レグルス（5年）
△1-1 スワローズ（5年）
〇3-0 レグルス（5年）
〇2-1 スワローズ（5年）
〇5-0 レグルス（5年）
〇1-0 スワローズ（5年）
〇2-0 レグルス（5年）

今日は5年生相手の練習試合でした
が、4年生の市大会を終えて1人1人
の成長を感じる試合でした。
3年生も市大会に向けて良い試合準
備が出来ました。

5/19　３・４年生　TRM

〇5-0 五井FC
〇2-1 ちはら台FC
〇5-0 五井FC
〇3-1 ちはら台FC
〇2-0 五井FC
●0-1 ちはら台FC

最初の方はパスをつなげることがで
きていて連携がとれていたが、体を
入れてのボールの取り方ができてい
なかった。
最後は疲れて集中力がきれてしまい
ました。
今後の課題をたくさん見つけること
ができました。

先日の運動会ではアローズのメンバーがサッカー以外の競技でがんばっている姿が見られましたね。みんなかっこよく輝
いていました！
運動会に関連した校庭の石拾いやゴール移動など、ご協力ありがとうございました。
そして、今年もジメジメとした季節到来です。雨の日が増えると思いますが晴れた日には集中して練習に取り組んでほし
いですね。この時期、晴れていなくても熱中症には要注意！！
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3年 5/26　TRM

【8人制12分1本】
〇2-0 子安SSC
〇5-0 エルファ木更津イエロー
〇3-0 エルファ木更津ブルー
〇2-1 子安SSC
〇2-0 エルファ木更津イエロー
〇2-0 エンファ木更津ブルー

【15分1本】
〇4-0 子安SSC

市大会直前、3年生全員でTRMにの
ぞみました。無失点とはいかなかっ
たのですが、色々なポジションを行
い攻撃も沢山出来ました。
決めきる力がよりアップすると市大
会の結果にも繋がると思います。2
週間後みんなで頑張りましょう！
またアクシデントがいくつかありま
したが大怪我にならず本当に良かっ
たです。スポーツマンシップをきち
んと持っているアローズの3年生素
敵だなと感じました。

2年 5/5　1・2年生　葛城FC　TRM

◯5-2
◯3-0
◯3-0
◯3-2

1.2年混合でみんなで頑張れました
。

2年 5/6　パサニオール誉田　TRM

●1-8
○4-3
△3-3
○2-1
○4-0
●1-4
●4-5
●1-3

暑い中、頑張って走り回りました。
シュートを狙う意識が高くなってい
るように感じます。
来週の試合も頑張って欲しいです。

2年 5/12　区大会（予選）

●0–1 高洲コスモス
△0-0 磯辺ＦC
●0-15 GINGA
●0-4 バディSC

0勝3敗1分と残念でした。
一人一人いいプレーがありましたが
、なかなか点につながりませんでし
た。
6月の試合に向けて、また頑張って
欲しいです！

2年 5/19　TRM

●0-1 ちはら台FC
●1-3 五井FC
◯2-1 ちはら台FC
○4-1 五井FC
△0-0 ちはら台FC
●1-4 五井FC
●0-2 ちはら台FC
●0-1 五井FC

暑い中、頑張りました。
シュートを狙う意識が高くなってい
るように感じます。
守りもみんなで頑張りましょうと確
認しました。

1年 5/19　CFC　TRM
● 0-3
● 0-2
● 1-3

新加入の子も入って、みんなよくが
んばりました。最後はCFCの子達と
ミックスチームで試合もして楽しく
できました。

　この度、毎月発行されるアローズ便りにて、監督コラムを掲載させていただくことになりました。少年サッカーからサッ
カーにおける知識やおもしろ話など、また、時には私の単なるボヤキなども載せていけたらと考えております。どうぞ宜し
くお願いいたします。

さて、記念すべく第1回目のテーマは『リスペクト』についてです。
　皆さんはJFAのリスペクト宣言というものをご覧になったことはありますか？ここで記述するとかなりの長文となってし
まいますので載せませんが、機会がありましたら是非ネットで検索してみてください。日本サッカー協会は、指導者はもち
ろん、選手同士、応援に来ている保護者などの暴言や暴力根絶のためにウェルフェアオフィサーという認定資格制度を導入
しました。FCアローズでは月橋が代表して取得しております。こちらもネットで検索してみて下さい。
　ウェルフェアオフィサーはリスペクトの精神の元にサッカーを楽しむための基本的精神を定めたものです。サッカーチー
ムに所属していると必ずと言っていいほど試合の機会がありますが、子供たちの頑張る姿はもちろんですが、相手チームの
ベンチワーク、保護者たちの声援、ピッチ内での選手間の声掛けなども注意して観てみるとまた違った視点で楽しむことが
できます。本当に良いチームに出会ったときは負けても清々しいものですし、見習うべき点をたくさん発見できるので、と
てもいい勉強の機会にもなります。
　ただし、時にはウェルフェアオフィサーの精神に反した言動が目立つチームと対戦する機会があるかもしれません。そこ
で、もう一つ注目してほしいのが審判員の判断とその場での適切な対応です。もし、ウェルフェアオフィサーの精神に反す
るような状況となった場合、指導者と選手にはまずは口頭で注意をします。それでも改善されない場合は指導者は退席、選
手にはイエローカードを提示します。そして、応援の人達にも同じく先に口頭で注意をします。それでも改善されない場合
は会場の外に出てもらうなどの対応をする場合もあります。また、これらの出来事は審判報告書に細かく記載され、県の
サッカー協会に提出されます。そうなった場合は、そのチームは公式戦への出場禁止という重たい懲戒罰が下りてしまいま
す。今年に入ってからもすでに千葉県のあるチームがそのような罰則を受けております。
　アローズではホームページにもそれぞれの立場での心得というものを掲載してあります。お子様が楽しくサッカーを続け
ていくために『プレーヤーズファースト』という言葉もとても大切です。FCアローズではこのウェルフェアオフィサーの精
神を大切にしております。ピッチの中に敵は存在しない。対戦チームは共にサッカーを楽しむ仲間であり、両チームのほか
に審判員というチームも存在します。そして皆さんも子供たちのサポーターというもう一つのチームです。
勝っても負けてもサッカーを楽しみましょう！
常に心にリスペクトを！


