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学年

vs ﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田FC

2020/11/1（日） 【練習試合】

第1試合　vsﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田FC

第2試合　vsﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田FC

第3試合　vs七栄FC

第4試合　vs七栄FC

第1試合　vsIMDSCブラック

第2試合　vsｱﾌﾞﾚｲｽﾞ千葉SC

2020/11/3（火） 第3試合　vs千城台FC 〇 3-0

第4試合　vs行田東FC 〇 1-0

第5試合　vs磯辺FC 〇 1-0

第6試合　vs大木戸SC

〇 9-0

最後の2試合、疲れも出てきていたのか、なか

なか得点に繋がらず苦しい試合でしたが最後ま

でがんばり結果は3位。銅メダルを取ることが

できました。

次のU12も頑張りましょう！

● 1-2

アローズカップ

祝祝祝祝★★★★第第第第３３３３位位位位 ● 0-1

● 0-3

対戦相手は当たりが強く、早いパス回しで苦戦

しましたが、アローズも全員で守って何度か惜

しいシュートもありました。

来週、気持ちを切り替えて頑張ってほしいと思

います。

Ｕ12グループリーグ ● 0-1

1,2位決定戦 ● 0-1

● 0-1

△ 0-0

試合結果報告試合結果報告試合結果報告試合結果報告（11（11（11（11月月月月））））

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

急に寒さが増し、朝晩と日中の寒暖差も激しく、体調管理が難しい季節となりました。

例年のインフルエンザ対策に加え、今年はコロナ対策など気を抜けない冬となりますが、練習や試合後の汗で体を冷やさ

ないよう気を付けて下さい。

元気に、クリスマスやお正月を楽しみましょう！！

第6試合　vs大木戸SC

第7試合　vsIMDSCレッド

2020/11/8（日）

2020/11/15（日） 第1試合　◯ 2-1 　第2試合　◯ 2-0

第3試合　◯ 4-1

2020/11/23（月） 第1試合　vs磯辺FC 〇 3-0

第2試合　vs千葉FC Y 〇 3-0

TRM vsバディSC千葉W 20分1本

○5-0

2020/11/28（土）

vs 高洲コスモス ブラック ● 0-5

最後の公式戦予選⚽

見事に無失点にて勝利できました！慣れない11人制

での試合でした。

声を出し合い、パスを繋ぎ、プレッシャーの早い

チームにもみんなが戦いとてもかっこよかったです

来週、決勝の日程に全員で参加出来ない事にとても

ショックですが、気持ちはひとつに悔いのないよう

戦っていきましょう！

美浜区6年生大会

予選リーグ

見事見事見事見事ブロックブロックブロックブロック一位通過一位通過一位通過一位通過！！！！！！！！

スーパー４年生達が助っ人に来てくれて、良い

シーンもたくさんありました。残念な結果に終

わりましたが、広いコートでの11人制の経験

は、子ども達の糧になったと思います。

美浜区６年生大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

祝祝祝祝★★★★第第第第３３３３位位位位

vs ルキナス印西SC ● 0-1

後半残り５分で失点してしまい、それまで接戦

の中しっかり守り、攻めてもいて決して負けて

はいなかったので、とても悔しい思いをしまし

た。次からは11人制。気持ちを切り替えて頑

張りましょう！

Ｕ12千葉県大会

初の11人制でのTRMでした。

まだまだ戸惑いもあるでしょうが、今日の

TRMをいかし来週の区大会頑張って欲しいで

す。

浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ TRM

祝祝祝祝★★★★第第第第３３３３位位位位 ● 0-1

● 1-2

6年



学年

2020/11/1（日）

第1試合　vsフロインツレッド

第2試合　vsGINGA2

第1試合　vs千代田ライガー

第2試合　vsONEDER8

2020/11/3（火） 第3試合　vs千代田ライガー 〇 4-0

第4試合　vsONEDER8 〇 3-1

第5試合　vs千代田ライガー 〇 2-0

第6試合　vsONEDER8 △ 2-2

第7試合　vs千代田ライガー 〇 3-2

第8試合　vsONEDER8 〇 4-0

第9試合　vs千代田ライガー

15分3本　●0-1　〇3-0　〇2-0

第1試合　vs芝山ｸﾙｾｲﾄﾞA

2020/11/7（土） 第2試合　vs芝山ｸﾙｾｲﾄﾞB

芝山クルセイド　TRM 第3試合　vs芝山ｸﾙｾｲﾄﾞA 〇 3-2

第4試合　vs芝山ｸﾙｾｲﾄﾞB 〇 5-0

区大会のGINGA、バディー戦を想定したTRM

を行いました。

形的にも良い形で終われたので良かったです。

〇 1-0

千代田ライガー・

ONEDER８　TRM

20分1本

〇 4-0

区大会前最後の調整で

フィジカル、テクニックが上の芝山クルセイド

さんに鍛えていただきました。

明日の区大会決勝リーグ必ず勝ち抜き優勝しま

す。

〇 4-0

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

4年

予選1位通過

4年初の公式戦でなんとか1位通過し、決勝

リーグへ駒を進めることができました。

初戦の失点がどう影響するか、選手達みんなが

再認識した予選でした。

あとは優勝あるのみ！

戦え！アローズ

美浜区４年生大会 〇 5-1

予選リーグ 〇 7-1

〇 1-0

第4試合　vs芝山ｸﾙｾｲﾄﾞB 〇 5-0

2020/11/8（日） 第1試合　vsﾊﾞﾃﾞｨｰﾎﾜｲﾄ

第2試合　vsGINGA1 〇 1-0

【決勝戦】

vs バディーサックス 〇 4-1

第1試合　vsFC平田

第2試合　vs鬼高FC

2020/11/23（月） 第3試合　vsFC EDO 〇 2-0

第4試合　vsFC EDO 〇 3-0

第5試合　vs鬼高FC 〇 5-1

第6試合　vsFC平田 〇 7-0

第7試合　vs鬼高FC 〇 3-0

第8試合　vsFC平田 〇 5-0

△ 0-0

区大会後の久しぶりのTRM

今回のテーマ、3タッチ、プレースピードを早

く呼び込む声、パスを出す声を目的に行いまし

た。

1.2戦目はアローズらしく立ち上がりが盛り上

がらず0-0、相手のドリブル突破に3人簡単に

かわされ失点とちょっとしたミスがありまし

た。

少しずついつものアローズらしいプレーがで

き、残りの試合はそれぞれの特徴を活かしたプ

レーと連携が垣間見れました。

少ない時間の中ごちゃごちゃにポジションや交

代し、全員が同じ意識レベルまで持っていき、

どこのポジションをやっても同じ力を発揮でき

るよう行いました。

今後も、全員の意識レベルを同じ値まで上げて

ゆきたいと思います。

● 0-1

合同TRM

第1～第4試合　15分1本

第5～第8試合　20分1本

【決勝リーグ予選】　１位通過!!

結果　美浜区大会優勝!!

15人全員で戦い勝ち取った優勝。

3年振りの王者に輝く事ができました！悔し涙

した2年間

無駄では無かったですね。

来年からは狙われる側。

今後もしっかりと練習やTRMなどをこなし、

レベルアップを図り連覇目指して突き進もう！

〇 2-0

美浜区４年生大会

決勝リーグ

祝祝祝祝★★★★優勝優勝優勝優勝！！！！！！！！！！！！



学年

【アローズネイビー】（予選リーグ）

第1試合　vsアローズホワイト〇 3-2

2020/11/14（土） 第2試合　vs小中台FC 〇 2-0

コロナに負けるな！ 第3試合　vs浦安ｲｰｽﾄJrFC 〇 5-0

－第2回大会っぽい？！ 第4試合　vsﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田FC 〇 4-0

第5試合　vs草野FC 〇 2-0

第6試合　vsレグルスFC 〇 2-0

第7試合　vs千葉FC 〇 1-0

予選1位通過予選1位通過予選1位通過予選1位通過！！！！！！！！

【アローズネイビー】（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

第1試合　vs浦安ｲｰｽﾄJrFC 〇 2-1

第2試合　vs小中台FC 〇 6-0

【アローズホワイト】（予選リーグ）

第1試合　vsアローズネイビー● 2-3

第2試合　vs小中台FC 〇 1-0

第3試合　vs浦安ｲｰｽﾄJrFC ● 0-2

第4試合　vsﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田FC 〇 3-0

第5試合　vs草野FC ● 0-3

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

４年

３年

合同

今回は4年生の大会ですが、3年生と混ぜた合

同チームで参加しました。

学年毎に、それぞれの課題をコーチに与えられ

ながらの大会でしたが、4年生は3年生をサ

ポートするようなプレーを、3年生は相手の4

年生に立ち向かって行く力強いプレーも垣間見

れました。

結果は、アローズネイビーは見事優勝!!を、ア

ローズホワイトは健闘しながらも６位となりま

した。

共に勝ちを最優先とすることなく、お互いに励

ましの声が飛び交うなど、楽しいサッカーを

やっていたように見えました。

朝早くからの設営及び運営をして頂いた保護者

の皆様、コーチ、そして参加してくれた各チー

ムの皆様、ありがとうございました。

アローズTRM2020－

アローズネイビー アローズネイビー アローズネイビー アローズネイビー 優勝!!優勝!!優勝!!優勝!!

アローズホワイトアローズホワイトアローズホワイトアローズホワイト　　　　６６６６位位位位

第5試合　vs草野FC ● 0-3

第6試合　vsレグルスFC 〇 1-0

第7試合　vs千葉FC △ 1-1

予選5位通過予選5位通過予選5位通過予選5位通過

【アローズホワイト】（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

第1試合　vsレグルスFC 〇 2-0

第2試合　vs千葉FC ● 0-2

2020/11/8（土） 第1試合　vsJACPA千葉FC

第2試合　vsFCリベレオ ● 0-2

2020/11/29（日） 第1試合　● 0-3 　第2試合　◯ 2-1

第3試合　△ 1-1

3年

〇 6-0 残念ながら二回戦敗退となってしまいました。

出だしはよかったのですが、2試合目は自分た

ちの力がうまく出せなかったように思います。

チーム全員で頑張って勝ちにいけるようになっ

てほしいです。

千葉市U９サッカー大会

予選リーグ

体の入れ方やパスをもらう動き方など良くなってき

ました。日々の練習の成果だと思います。

大久保SC　TRM



学年

【Aチーム】

第1試合　vsちはら台FC

第2試合　vs国分寺台FC

第3試合　vsちはら台FC 〇 2-0

第4試合　vs国分寺台FC

第5試合　vsちはら台FC 〇 5-0

第6試合　vs国分寺台FC

第7試合　vsちはら台FC

第8試合　vs国分寺台FC

第9試合　vsちはら台FC

2020/11/3（火） 第10試合　vs国分寺台FC

第11試合　vsちはら台FC

【対戦相手:】 第12試合　vs国分寺台FC

　ちはら台FC・国分寺台FC 【Bチーム】

※スワローズと合同で 第1試合　vsちはら台FC

　2チ-ム結成 第2試合　vs国分寺台FC

第3試合　vsちはら台FC 〇 2-0

第4試合　vs国分寺台FC

第5試合　vsちはら台FC 〇 1-0

第6試合　vs国分寺台FC

第7試合　vsちはら台FC

第8試合　vs国分寺台FC

6勝5敗1分け

交代なしのフル出場でしたが、みんなよく走っ

ていました。試合を重ねるごとにパスも繋が

り、シュートも沢山打つことが出来ました。

● 0-1

〇 2-0

〇 2-0

〇 3-0

● 0-1

〇 2-0

△ 0-0

〇 1-0

〇 1-0

ちはら台FC　TRM 〇 2-0

〇 1-0

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

2年

終始、自分のポジションを意識する事と顔を上

げて回りを見る事が次のプレーに繋がると指示

を受けていたのが、失点を最小限に押さえらた

成果に繋がったと思います。交代なしの中、と

ても頑張っていました。

また、得点のチャンスも沢山有ったので、生か

せる様に/勝ちきれる様に、連携作戦など練習

しましょう。

〇 3-0

△ 0-0

△ 0-0

△ 0-0

● 0-1

第8試合　vs国分寺台FC

第9試合　vsちはら台FC

第10試合　vs国分寺台FC

第11試合　vsちはら台FC

第12試合　vs国分寺台FC

第1試合　△ 1-1 　第2試合　〇 1-0

2020/11/7（土） 第3試合　△ 1-1 　第4試合　△ 1-1

第5試合　〇 3-1 　第6試合　● 2-3

第7試合　● 0-1 　第8試合　〇 3-0

第9試合　△ 1-1

2020/11/15（日） 第1試合　vsBUDDY(B)

第2試合　vsキッカーズ(B)

第3試合　vsポカルス(B)

△ 1-1

ほぼ休み無しで全員試合に疲れてる中、集中が

切れず頑張っていたかと思います。

来週も大会があるので頑張って優勝してくれれ

ばと思います‼

FAVERZE千葉SC TRM

10分1本

● 1-3
前後半でメンバー総入れ替えして臨んだため十

分な余力で戦えました。コーチの指示出しが禁

止なため、自分たちでポジション確認の声かけ

行うなど、区大会に活きる経験が得られたと思

います。試合後の総括にもありましたが、コー

ナーキックの時のポジション取りやチームメイ

トの観戦態度などは次の課題ですね。

アプレンティス杯 〇 3-0

予選リーグ 〇 4-0

〇 2-0

● 0-2

● 0-1

● 0-1



学年

アローズ①

第1試合　vsバディ－SC2

第2試合　vs千葉SC 〇 5-0

第3試合　vsGINGA FC1

第4試合　vs千葉FC1 △ 1-1

アローズ②

2020/11/28（土） 第1試合　vsGINGA FC2

第2試合　vsコスモス ● 0-2

第3試合　vsフロインツ

第4試合　vsバディーSC3 ● 0-1

アローズ③

第1試合　vsバディ－SC1

第2試合　vsFC 幕西2 ● 0-2

第3試合　vsバディーSC5

第4試合　vs千葉FC2 ● 0-3

2020/11/7（土） 第1試合　● 1-2 　第2試合　● 0-3

第3試合　● 1-5 　第4試合　△ 1-1

2020/11/28（土） 第1試合　vsコパソル

第2試合　vsGINGA FC

第3試合　vsバディー SC3

1年

2年生にGKで参加してもらい、4試合行いま

した。よく走っていましたし、パスからゴール

に繋がる場面もありました。最後までよく頑

張っていたと思います。

FAVERZE TRM

● 0-1
勝ち星こそあげられなかったものの、前回から

の課題である積極性が見られてチームとしては

１つ進めたと思います。ボールに群がったりし

てしまう点等々徐々に改善していき次回まず１

勝を目指して行きましょう！

第27回 美浜区１年生大会 ● 0-14

予選リーグ ● 0-7

美浜区２年生大会

予選リーグ ● 0-4

３３３３チームでチームでチームでチームで出場出場出場出場

交代なしで最後まで良く走りました。選手間の

距離、ポジションの意識、顔を上げたボールの

もらい方、セットプレーなど、試合を意識した

練習を今後頑張りましょう。

● 0-4

● 0-2

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

2年

バディ－、GINGAはパス/ドリブル等の精度が

上がっていて厳しい状況が続きましたが、みん

なよく走ってよく頑張っていました❗

今回の大会で感じた事の中で、各自が目標を決

めて今後の練習に生かして行きましょう。宜し

くお願いします❗

● 0-2

● 1-3

最初は動きが硬い印象でしたが、試合が進むに

つれ本来のプレーができてきました。普段の練

習から目標を持って、前向きな気持ちで臨んで

いきましょう。

● 0-7

第3試合　vsバディー SC3

第1試合　vs幕西　

2020/11/8（日） 第2試合　vs明青

第3試合　vsポカスルA ● 0-2

第4試合　vsどろんこB △ 1-1

2020/11/14（土） 第1試合　vs船橋

第2試合　vsキッカーズB ○ 4-1

幼児

○ 2-0

1勝2敗1分け、5チーム中4位で決勝に進出で

きました。

最後の試合まで頑張って走り切っていました。

ベンチからの応援もとても良かったと思いま

す。

決勝も頑張ってもらいたいです。お疲れさまで

した。

● 1-2

アプレンティス杯　予選

決勝進出決勝進出決勝進出決勝進出！！！！！！！！

● 2-3

1勝1敗でした。

1試合目の後半から調子を上げる事が出来2試合目は

いい流れで勝ちました！！

勝つ事で子供達のヤル気と自信に繋がると思います

ので今後の成長に期待してます。

本日はお疲れ様でした！！

アプレンティス杯　決勝

勝を目指して行きましょう！

予選リーグ ● 0-7

2020年もあと少しとなりました。

蹴り納め、蹴り初めは下記日程となります。

今年は新型コロナの影響もあり、通常練習で終了します。

ご理解の程、よろしくお願い致します。

【【【【蹴蹴蹴蹴りりりり納納納納めめめめ】】】】12 12 12 12 月月月月20 20 20 20 日日日日（（（（日日日日）

・バザーの開催 10時〜12時。

・出品物を出せる方は当日ご持参ください！！ご協力お願いします！！

・各学年判断で弁当持参し、残る人のみ、ご飯会を行う。

【【【【蹴蹴蹴蹴りりりり初初初初めめめめ】】】】1 1 1 1 月月月月９９９９ 日日日日（（（（土土土土））））

おおおお知知知知らせらせらせらせ



６６６６年生年生年生年生 11/311/311/311/3（（（（火火火火））））

アローズカップアローズカップアローズカップアローズカップ ★★★★第第第第３３３３位位位位★★★★

TOPICSTOPICSTOPICSTOPICS

なかなか得点に繋がらず苦しい試合でしたが最後までがんばり結果は3位。

銅メダルを取ることができました。

６６６６年生年生年生年生

11/2811/2811/2811/28 美浜区大会美浜区大会美浜区大会美浜区大会 ★★★★３３３３位位位位★★★★

スーパー４年生達が助っ人に来てくれて、良いシーンもたくさんありました。



４４４４年生年生年生年生 11/811/811/811/8（（（（日日日日））））

美浜区大会美浜区大会美浜区大会美浜区大会 優勝優勝優勝優勝！！！！！！！！

15人全員で戦い勝ち取った優勝。3年振りの王者に輝く事ができました！

今回は4年生の大会ですが、3年生と混ぜた合同チームで参加しました。

学年毎に、それぞれの課題をコーチに与えられながらの大会でしたが、4年生は3年生をサポートするようなプレーを、

3年生は相手の4年生に立ち向かって行く力強いプレーも垣間見れました。

11/1411/1411/1411/14（（（（土土土土））））

コロナにコロナにコロナにコロナに負負負負けるなけるなけるなけるな！！！！ －－－－第第第第2222回大会回大会回大会回大会っぽいっぽいっぽいっぽい？！？！？！？！ アローズアローズアローズアローズ TRM2020TRM2020TRM2020TRM2020－－－－

★★★★優勝優勝優勝優勝★★★★



●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●

今回は、監督がお仕事の都合でしばらくお休みなので、特別号！！

っという事で、監督が””””スペインバルスペインバルスペインバルスペインバル ペジャペジャペジャペジャ””””をオープンしました！

●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●

月橋代表より・・・

昨日のレセプションには皆さんの舌を代表して、増子会長をはじめたくさんのコーチの方々にお越しいただきました。

また、皆様より温かいお祝いのお言葉と、素敵なお花までいただき心から感謝しております。

簡単ではありますが、この場をお借りしてお礼の言葉と代えさせていただきます。

なるべく早くグランドに戻れるよう頑張りますので、皆さんもアローズを通じてたくさんの学びと成長を得られるよう、

子供達と思い切りサッカーを楽しんでください！

----スペインバルスペインバルスペインバルスペインバル ペジャペジャペジャペジャ----

千葉市花見川区幕張本郷1-14-7 1F

043-301-2716

LUNCH 11:30～15:00（L.O.14:30）

DINNER 18:00～23:30（L.O.23:00）

●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●


