
令和2年9月号

HP:  http://www.fc-arrows.com/

　

学年

県大会３位、上位のチームに対し、勝ったり負け

たりといい試合展開をしていました。

練習での取り組みを発揮できた良いTRMでした。

対戦頂いた高根東さん、バディーさん猛暑の中お

越しいただきありがとうございました。

保護者の方も暑い中サポートありがとうございま

8/29 ポカルスFC TRM

（５年生合同）

○ 3-0　● 0-1　〇 3-0　△ 3-0

本日も炎天下の中でしたが、皆、初めからとても

よく動いていました。

8/1 B.BLUE TRM ● 0-1 　● 0-1　● 1-2　● 0-2

レベルの高いチームに対し、今の目的である横の

オーバー、ポストプレーなど少しずつですが出来

てきました。

試合結果は全敗ですが、それ以上の経験値を得る

事ができました。

8/9 TRM

〇 2-0

● 0-1

〇 1-0

〇 2-0

バディーSC

高根東SSS

バディーSC

高根東SSS

6年

5年

8/1 大木戸SC TRM

● 0-1　● 0-3　● 1-3

〇 2-1　△ 1-1　● 2-3

炎天下の中での練習試合でした。立ち上がりはス

ローペースでなかなか得点につながりませんでし

たが、後半は少しずつ動きも良くなっていまし

た。

8/8 葛城FC TRM

（５年生合同）

● 1-2　● 1-2　〇 1-0

夏休み初日の試合。日差しは強く、無風のなか、

元気いっぱい走り回りました。

8/23 千城台FC TRM

（５年生合同）

○ 3-0　○ 1-0　〇 3-2

失点なしでの、全勝とはいきませんでしたが、天

候も悪い中、よく頑張りました。

次の試合も、この調子で頑張りましょう。

試合結果報告試合結果報告試合結果報告試合結果報告（8（8（8（8月月月月））））

試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

猛暑が続く中、全学年で合計１９のTRMが行われ、コロナ自粛をはねのける勢いですね！

昨年までと同じような練習や試合があたりまえのように出来るまでは、もう少しかかりそうですが、サッカーができる環境

になった事がありがたい事だと実感させられます。

いよいよスポーツの秋の始まりです！区大会なども始まりますので、チームも益々盛り上がって行きましょう！！！

保護者の方も暑い中サポートありがとうございま

した。

また、今週も２日間TRMがあります。

選手、保護者、体調管理をしっかりとお願いしま

す。

ご飯はどんぶり飯３杯食べれるように！

8/15 GINGA TRM

● 0-3　● 1-2　〇 2-0

〇 1-0　〇 2-1　〇 3-0

猛暑の中、最初２試合落としましたが、３試合目

以降、自分達が今やるべき事をしっかりとプレー

することが出来た結果だと思います。

千葉県１位のGINGAさん相手によく戦えたと思い

ます。

今の戦う姿勢をこの先も維持して、また公式戦で

GINGAさんと戦えたらと思います。

明日も県外遠征があります。

しっかりと休息し、明日に備えましょう。

8/16 TRM（15分ハーフ）

〇 19-0

〇 9-0

〇 6-0

〇 6-1

〇 6-0

〇 7-0

 FCライズ

ミハタSC相模原

 FCライズ(5年生)

ミハタSC相模原

ミハタSC相模原(5年生)

ミハタSC相模原

猛暑の中で15分ハーフを6試合戦い切りました。

夏合宿が無かった分、今回の茨城遠征TRMで一回

りも二回りも成長したと思います。

総得点数が53点という内容でしたが、チームプ

レーからの得点。

アシストがほぼついていたので、チームとしての

勝利といえる結果でした。

また、来週は強豪のチームとのTRMがあります。

今までの練習の成果を出して貰えればと思いま

す。

保護者の方々、猛暑の中サポートありがとうござ

いました。

4年

8/9 TRM 〇 2-0

● 0-1

● 1-3

〇 3-0

高根東SSS

バディーSC

高根東SSS

バディーSC



　

学年

ローヴァーズスタジアムまで遠征し、ROVERS木

更津FCさんとTRMでした。

少ない試合時間の中で、今日のテーマ個々として

は[戦う]、チームとしては[冷静に]、を意識し、挑

みました。

連休や先週の強豪クラブチームとのTRMを経て成

長したプレーが見れました。

これまで殆ど無かったコーナーからのセットプ

レーで、本日のキャプテンのCBが見事なヘッドで

得点などもみれました。

明日もTRMがあります。今日までの経験からさら

にまたもう1歩前に進めるようにしていきましょ

う！

対戦いただきましたROVERSさん、カレンロバー

ト氏、ありがとうございました。

8/30 TRM

〇 4-0

〇 5-0

〇 3-0

〇 1-0

〇 2-0

〇 5-0

大森SC

千代田ライガーFC

大森SC

千代田ライガーFC

大森SC

千代田ライガーFC

結果としては失点0、アシストも普段得点が少な

かった選手も得点する試合が多くなってきまし

た。

ただ、相手チームのオフサイドトラップに何回も

ひっかかり、学習していかないといけないなと痛

感しました。

もう少しサッカーを学ばないといけないなと思え

たTRMになりました。

対戦いただきました千代田ライガーさん、大森さ

ん、ありがとうございました。

いろいろなポジションを経験しました。

最後に全員でPKもしました。

試合結果報告試合結果報告試合結果報告試合結果報告（8（8（8（8月月月月））））

試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

4年

8/22 Vittorias TRM

〇 2-1　〇 2-2　● 0-1　△ 0-0

● 0-2   〇 1-0   〇 4-0

VittoriasさんとのTRMで、なんとか勝ち越しが出

来ましたが、結果以上の選手たちのレベルアップ

に繋がったと思います。

今までの自分たちのサッカーをやらせてくれな

い、予測力も格上、その中でどうすればいいのか

踠きながら必死に考えチームとして戦っていまし

た。

滅多にお相手頂けない強豪チームと対戦できた

事、また一つ壁を乗り越えれたTRMとなりまし

た。

対戦いただきましたVittoriasさん

ありがとうございました。

8/29 ROVERS木更津 TRM

〇 3-0　〇 3-0　〇 5-0

〇 1-0   〇 5-0

終了後、

元Jﾘｰｶﾞｰ　カレンロバート氏との集合写真

チームA

● 0-1　〇 4-3　△ 2-2

● 0-6　● 0-5

チームB

● 0-3　〇 4-2　● 2-5

● 1-4　〇 6-2　〇 1-0

久々に対戦するGINGAはパスワークに力を入れて

いて、コーナーキックからのシュートが決まるな

ど、５人制のグラウンドの中ではかなり有効にで

きていました。その中でアローズ選手はチャンス

があれば冷静にゴールを決めていくことができて

いました。今回は攻撃と守備役を分けてだんだん

とチームでするサッカーの姿になってきたと思い

ます。

● 0-1　● 1-3　● 0-1

7月にも対戦したチームとの練習試合でした。

徐々に声を出せるようになり、良いプレーが増え

てきましたが、勝つことができませんでした。

今回の練習試合の経験を活かし、次に繋げてほし

いです。

8/30　アブレイズ千葉SC

TRM

△ 0-0　〇 2-1　〇 2-0

本日の練習試合は前回と比べ、みんなよく動けて

いて良い試合だったと思います。

8人制の試合に慣れて、動き方がわかると、もっと

サッカーが楽しくなるので、次回も頑張ってほし

いです。

2年

8/1　HAMANO JFC TRM

● 0-3　● 0-1　〇 4-0

● 0-1　△ 1-1

今日は8人制での試合だったためいつもと違うこと

があったり試合時間も10分と少し長かったりと貴

重な練習試合だったと思います。

相手チームはパスを上手く繋いでアローズ側は苦

戦を強いられましたがみんな根気良くボールに向

かっていく姿が印象的でカッコ良かった！

最後に天気も良く炎天下での試合だったのでみん

ないつもより疲れたと思います。ゆっくり休んで

明日も頑張ろう！

お疲れ様でした。

8/2　GINGA TRM

（幸町FCスワローズ合同）

3年

8/3　大木戸SC TRM 〇 3-2　△ 1-1　● 4-7

最後に全員でPKもしました。

こちらも良い経験になりました。

声がけを忘れずにこれからも頑張ってほしいと思

います。

暑い中、よく頑張りました。

8/22　磯辺FC TRM



　

2年

8/23　BUDDY TRM

チームA

● 1-2　△ 1-1　● 0-2

● 0-2　● 0-3　◯ 4-1

チームB

● 0-2　● 0-1　△ 0-0

● 1-4　● 0-2　△ 0-0

チームC

● 2-4　● 0-1　● 0-2

● 0-1　● 1-2　● 0-2

天候の悪い中、みんな一生懸命最終試合まで頑

張っていました。

各自ポジションを守り、たまにですが選手同士声

掛けしていたりして成長を感じました。

僅差の得点差が続き、中々勝てなかったのです

が、最後に、一つ勝てたのは良かったです。

8/29　FORTE TRM

チームA

〇 4-0　● 1-5　△ 1-1

〇 3-0　△ 1-1

チームB

● 0-4　〇 4-0　△ 2-2

● 0-4　△ 0-0

フリーチーム

● 0-3

選手・コーチ共に、炎天下の中お疲れ様でした。

ポジションは試行錯誤しながら、相手に対応して

いました。サポートやチャンスの場面も少しずつ

多くなっていると思うので、タイミングを合わせ

られる様に練習しましょう。

8/30　東習志野FC TRM

● 0-3　△ 0-0　△ 1-1　● 0-3

〇 2-0　● 0-1　△ 0-0　△ 0-0

〇 4-0　● 0-3　〇 7-0

ポジションを意識してできるようになってきまし

た。後半は攻める試合が多くなり、点に結びつく

ことができました。

試合結果報告試合結果報告試合結果報告試合結果報告（8（8（8（8月月月月））））

試合日 / 大会名 勝敗 / スコア / 対戦相手 備考

おおおお知知知知らせらせらせらせ

稲毛二小稲毛二小稲毛二小稲毛二小のののの校庭校庭校庭校庭がががが

生生生生まれまれまれまれ変変変変わりましたわりましたわりましたわりました！！！！！！！！

校庭の土を掘ってならし、黒い砂を入れ、

上からブルーグリーンの砂を入れたそう

です。

表面も柔らかくなり、貝殻や石が目立た

なくなりました！。

F.C.F.C.F.C.F.C.アローズではアローズではアローズではアローズでは、、、、只今新規只今新規只今新規只今新規メンバーメンバーメンバーメンバー獲得獲得獲得獲得のためのためのためのため、、、、キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを開催開催開催開催しておりますしておりますしておりますしております！！！！

幼児さんの入会が増えており、活動も活発になってきています！

一方で、１年生・３年生・５年生は、人数が少なく新しいメンバーの募集が急務です。

もし皆さんの周りでサッカーに興味のあるお友達や兄弟がいらっしゃいましたら、

ぜひお誘いください！

高浜海浜小・稲毛二小ではチラシを配布予定です。もし個人的に配布していただける方が

いらっしゃいましたら、広報までお声掛けください。

チラシをおいてもらえるチラシをおいてもらえるチラシをおいてもらえるチラシをおいてもらえる施設施設施設施設のののの情報情報情報情報もももも募集中募集中募集中募集中ですですですです！！！！！！！！



●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

【【【【中学中学中学中学からのチームからのチームからのチームからのチーム選選選選びについてびについてびについてびについて】】】】

こんにちは！

少年サッカー6年生において、この時期になると次のカテゴリーへの動きがチラチラと見え始めます。

いわゆる、中学に上がったらどこでサッカーやるの？っていう話で、クラブチームにおいてはセレクションというものが開かれ、そのチームでやり

たい！という選手がそのセレクション＝サッカー受験というものを受けにやって来ます。

選手の思いはそれぞでしょう。

あのチームのユニフォームを着てピッチに立ちたい！

あのチームで鍛えて、強い高校でも通用する選手になりたい！

絶対にレギュラーになってやる！

または、、、

近いからちょうどいいかな。

あの友達が行くから俺も行く。

部活ではなくクラブチームという方がいいから。

チーム選びの動機は様々ですが、後に述べた方ならやめた方がいいですね。

ただ、部活もなかなかいいものです！

中体連の先生方は、本当にサッカーが好きな先生が多く、また、かなり一生懸命やられていて、とても好感が持てます。

当然、部活動を最後までやり通せば、その後の進路にもクラブチームより有利となります。

さて、では、中学に行った先のサッカー環境って何が一番いいの？ということですが、私から言わせていただくと、どこでもいいし、クラブチーム

でも部活でもどっちがいいとか悪いとかあまり関係ないということです。

それを言ってしまえばそれまでですが、要は何事も『本人次第』ということです。

クラブチームに行ったからと言って、その後の高校でのレギュラーが確定するわけでもありませんし、部活出身だからと言って、レギュラー争いに

不利になるなんてことはありません。

ただ、皆さん毎年、悩み迷い、何を基準に判断していいか分からないと思うので、私が知りうる限りの情報としてそれぞれのメリットとデメリット

を書いておきます。

クラブチームのメリット

・部活動よりは、より専門的で高いレベルの技術と知識を学ぶことが出来る。
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・部活動よりは、より専門的で高いレベルの技術と知識を学ぶことが出来る。

・行動範囲が広くなり、社会性が身につく。

・学校以外の大人との関わりが増え、行動範囲の拡大によって身につく社会性も更に高くなる。

※高校ではここを最も求められます。

・熾烈なレギュラー争いがあるチームに入ると、相当なレベルでメンタルが鍛えられる。

・これまで対戦相手だった選手達と仲間として一緒に戦う機会がある。

・または、対戦相手になったりもするので、そこでまた新たな友情の関係が生まれる。

・クラブチームによるが、強豪の呼ばれる高校への斡旋力は部活よりも遥かに高い。

※親としてはこの部分を我が子に対してどれだけ一生懸命動いてくれるかが気になるところですので、チーム選びの際はそのクラブに質問をしてみ

るのもいいと思います。

・意外にも部活よりも勉強させられる。

・強豪のクラブチームでなくても良い指導者に恵まれる可能性が高い。

他にもありますが、デメリット編に、

・ユニフォーム代やジャージー代、移動費などお金が結構かかる。

・チームによってはレギュラー組しか関心が無いチームもある。

・チームによっては進路についてあまり力を入れていない。

・リーグの昇降格があるが故に勝ち負けに拘るチームもある。

部活のメリット

・放課後直ぐに練習に取り組める。

・気心知れた仲間と共にサッカーを楽しめる。

・中体連のトレセンに選ばれやすい。

・勉強との両立はしやすい。

・経済的に楽である。

・最後までやり通せば進路に有利である。

・クラブチーム相手に金星をあげることがある。

部活のデメリット

・やはり、クラブチーム相手には勝てない試合が多い。

・より専門的な技術や知識を学ぶ機会が少ない。

・働き方改革により、先生方の休み確保など制限されていて活動の機会が圧倒的に少ない。

他にもありますがこの辺で。

ただ、最も大切なのは我が子に合ったレベルでサッカーを好きでいられる環境としてどうなのかということです。

J下部組織のチームのセレクションも経験してみるのもいいでしょう。

しかし、そこで全てが決まるわけでもありませんし、我が子の可能性をどれだけ広げてあげられるかは、各ご家庭に

おいてのこどもへの関わり方ひとつです。

どうぞご参考にしてください。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
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