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学年

第1試合 △ 0-0

2021/4/11（日） 第2試合 △ 0-0

第3試合 ○ 2-0

第4試合 △ 0-0

第5試合 ○ 1-0

第6試合 ○ 2-0

第7試合 ○ 1-0

第8試合 △ 0-0

予選リーグ戦

2021/4/24（土） 第1試合 vs 小中台FC ○ 1-0

第2試合 vs アローズネイビー△ 1-1

第3試合 vs FORTE ● 0-2

第4試合 vs 若松エルフ △ 0-0

トーナメント戦

第2試合 vs 小中台 ○ 5-0

第3試合 vs アローズネイビー△ 2-2

予選リーグ戦

2021/4/24（土） 第1試合 vs FORTE △ 0-0

第2試合 vs アローズホワイト△ 1-1

第3試合 vs 若松エルフ ○ 2-1

第4試合 vs 小中台 ○ 2-0

トーナメント戦

第1試合 vs 若松エルフ ○ 3-0

第3試合 vs アローズホワイト△ 2-2

第4試合 vs FORTE △ 1-1

ミニアロカップ

アローズネイビー

試合結果報告（4月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

5年

相変わらずの立ち上がりの悪さで課題も多く
見られましたが、結果として美浜区の強豪相
手に無失点での完勝となりました。
多くの得点が縦へのスルーパスから生まれて
おり、選手達のプレーの幅は確実に広がって
います。
新入団の２人も緊張の中、躍動しておりまし
た。試合後は公園に集まって遊ぶなど、チー
ムとしての雰囲気も徐々に上がってきている
ようです。

千葉美浜FCコパソル  TRM

自学年だけで初の2チーム出し、交代もいない
中で1日本当に良く頑張りました！
アローズ同士の対戦では、白熱した試合とな
りPK戦へ。
胸が熱くなる素晴らしい試合でした。
当たりの強い試合もありましたが、子供達に
とって刺激のある良い経験になったと思いま
す。

ミニアロカップ

アローズホワイト

風薫る5月を迎え、ますますご壮健のこととお喜び申し上げます。

新年度スタートから1か月が過ぎ、新しい環境にもだいぶ慣れてきた子供達。今後の活躍が楽しみですね。

また、大会や交流試合が活発になってきています。コロナ感染症対策の基本（マスク着用・手洗い・アルコー

ル消毒・

三密防止 etc. ）の再確認を行い、良好な活動環境の維持に、引き続きご協力の程、宜しくお願い申し上げます。



第1試合 ● 0-1

2021/4/25（日） 第2試合 △ 0-0

第3試合 ○ 3-0

第4試合 △ 0-0

第5試合 ● 0-4

第6試合 ○ 2-0

第7試合 ● 1-2

第1試合 ○ 1-0

2021/4/3（土） 第2試合 ○ 3-0

第3試合 ○ 6-1

第1試合 ○ 5-0

2021/4/4（日） 第2試合 ○ 7-3

第3試合 ○ 7-0

第1試合 ● 0-4

2021/4/11（日） 第2試合 ○ 3-2

第3試合 ● 2-4

第4試合 ● 0-3

第1試合 ○ 3-1

2021/4/17（土） 第2試合 ○ 5-1

第3試合 ○ 5-3

第1試合 vs 稲毛FC ○ 7-1

第2試合 vs パサニオール誉田○ 4-0

2021/4/4（日） 第3試合 vs HAMANO JFC ● 0-1

第4試合 vs 幕張リバティーズ● 3-5

第1試合 vs 船橋若松 ● 1-2

第2試合  tuo vs vent 　 2-2

2021/4/10（土） 第3試合  vent vs 船橋若松 ● 2-3

第4試合  vent vs 船橋若松 ● 0-2

第5試合  tuo vs vent 　 0-1

第6試合  vent vs 船橋若松 △ 1-1

（アローズからは2チーム、
VentとTuono）

3年

前後半各15分の長丁場と広いグラウンドで消
耗したと思います。その中でパス回しが決
まった後のシュートは素晴らしかったです。
ディフェンスではピンチを迎える前に積極的
にチャンスボールを抑えていたので、失点も
少ない結果となりました。
後半の2戦は体力的に動きが鈍くなることはあ
りましたが、諦めることなく最後まで攻め続
けました。お疲れ様でした。

HAMANO JFC　招待試合

祝☆　第3位！

パスで繋げるようになりましたが、広いコー
トでの試合にまだなれてないため、途中から
疲れが見え始め、誠之助くんと宏我くんしか
声が出ていなかったように感じました。
もっとお互い声を出してスペースを使ってい
くと良いのかなと思いました。
でも、最後までみんな頑張りました。船橋若松　FC　TRM

4年

草野FC  TRM

チーム一丸となって守り、そしてうまくパス
を回しながら、得点につなげることが出来ま
した。
来月の市大会に向けて、このまま頑張ってほ
しいと思います。

コーチ、保護者の方々、今日もお疲れ様でし
た。

5年

蘇我SC　TRM

自分達のプレーがとても良くできていまし
た。
後半疲れが出てくる時にいかに失点を押さえ
て、得点に繋げるか。
試合の回数を増すごとにパス回しや連携が上
手くなっているので次回も楽しみです！

昨日の大会を終えての遠征ということでした
が、疲れを見せずに頑張っていた子供たち。
相手チームの早い寄せ、ボール回し、強さや
テクニックにも負けないようにくらいついて
ましたね。

夏のリベンジに向けて頑張っていきましょ
う！！保護者の皆様も遠征お疲れ様でした。

ROVERS木更津FC  TRM

最初こそ失点で気落ちしてしまう場面もあり
ましたが、2試合目以降失点や自分達のプレー
が出来ていない時こそ、いつも以上に声を出
し盛り上げ楽しんで試合をしていました！
よかったところをさらに伸ばし、今日新しく
学んだことを次に生かし、次回も頑張っても
らえたらと思います。

千葉美浜FCコパソル  TRM

試合時間も長くなりましたが、最後まで集中
してプレーが出来ました。
新3年も参加してくれてありがとうございまし
た。磯辺FC　TRM



第1試合  tuo vs 東習志野A ○ 2-1

第2試合  vent vs 東習志野B △ 0-0

2021/4/18（日） 第3試合  tuo vs 東習志野A ● 1-4

第4試合  vent vs 東習志野B △ 0-0

第5試合  vent vs 東習志野B ● 0-1

第6試合  tuo vs 東習志野A ○ 3-1

第7試合  vent vs 東習志野A ● 0-4

第8試合  tuo vs 東習志野B ○ 5-0

3年

強風の中とてもよく頑張っていたなと感じま
した。個々のプレーもとても上手になってい
ました！
素人目ですが感じた事はもう少しいい意味で
調子に乗り合えるといいのかなと思いまし
た。
やはり声かけが少なくなると相手の雰囲気に
押されがちになってしまっていたのかなと。
ひとついいプレーがあると自然と声をかけ
あったりしていて、特に最後の試合疲労感の
ある中とてもいい雰囲気をコート外からも感
じられました。
コロナ禍ということもあるのでなかなか難し
いのかなとも思いますが雰囲気作りや試合で
小さくならないなどしていってほしいなと思
いました。

東習志野　FC　TRM

（アローズから2チーム、
VentとTuono）

この度、広報活動の一環として、「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」に

団体登録致しました。

店舗は、イオンスタイル検見川浜店（検見川浜駅前）です。

キャンペーンは毎月１１日に開催し、団体名が書かれたボックスが設置され応援して下

さいます。

また、店頭での募集活動が可能な時は、有志を募りますのでご協力頂ければ幸いです。

1/10 3年アローズカップ

4/4（日） 3年生 HAMANO招待試合

TOPICS

お知らせ

・5/8（土）、稲毛第2小学校での校庭清掃活動に参加された選手・コーチ・

保護者の方々、暑い中、ご協力頂き、ありがとうございました。

おかげさまで、予定通り終了する事が出来ました。



●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

皆さん、いつもアローズの活動にご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。

以前こんな記事を読みました。

子育てとサッカーと、様々な場面に遭遇する度に思い悩むこともあると思います。

ご参考までに是非ご一読いただきたいと思います。

乱暴な個

やんちゃな個

話を聞けない個

落ち着きのない個

こんな子供は昔からいる。

貪欲な個を「欲張り」と罵（ののし）る人もいる。

積極的な個を「うるさい」と。

平均から外れていると優秀でも「変わっている」と。

我が子が、乱暴・やんちゃ・落ち着きがない・うるさい・変わってるって言われたら親はどう思う？

リクルートスーツを着させて、偏差値50で安心するべきなのか？

騒がない事や大人しい事で安心するべきなのか？

TPO、ビジネスマナー、テーブルマナー、レディファースト、電車の乗り方、人の気持ちを思いやる心、優しさは甘い言葉で逃げ

道を作ることではない…など。

これはいつ頃身に付けたら良いのか？

そもそも紳士とは、形なのか精神なのか？

子供達は未熟で、自分本位であったり辛辣（しんらつ）な言葉を平気で吐く。

これは人の心を慮（おもんばか）る力量が無いからだ。

逆を想像してみる。

ポジション何処やりたい？

どこでも良いです。

好きな食べ物は？

ん～？

海に行こうぜ！

クラゲが居るからやめておく。

どんな車に乗りたい？

駐車場とか税金の維持費がかかるし、あんまり興味がありません。

ブラジルに行ってみたくない？

英語もポルトガル語も出来ないから、無理です。

平和な日本では実感し難いが、生きるには力が必要だ。

時には隣の人との競争でイス取り合戦もしなければならない。

以前、ケンジローとジローが殴り合いのケンカをした。

なかなか気合が入っていたので周りの個が割って入れなかった。



●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

私は、遠くで見ていた。

1人が蹴られて倒れたとこで勝負ありだったのに、倒れた背中をもう一発蹴った。

そこでみんなを集めて言ったのは、「勝負が付いたらそれ以上傷つけるな」という事。

男同士ならケンカは起こるだろうから、ケンカの中でのルールを学ぶんだ。

仲間外れや、匿名の誹謗中傷のような陰険ではない気持ちいいケンカもある。

親はそんな時にどうするべきか。

ケツは良いけど、頭は蹴るな！

弱い者いじめはするな！

仲間がいじめられていたら助けろ！

やってしまったら潔く認めろ！（ウソとごまかしはダメだ！）

許せない事があっても自分のやった行為については謝る！

そして、人間の体は脆（もろ）く、当たり所によっては命に係わる事を教える。

こんな話は、何にもない時に横に並んで話すんです。

事件が起こった時には、上の約束を守れたかどうかをよく話し合う。

でも、時には卑怯な事をしたら本気でぶん殴る事も必要です。（愛情があれば）

大人と対等に話し合う事も教えましょう。

理路整然と先生の間違いを指摘できるように。

子供は未熟です。

親は焦る事もあるけど、お互い様でみんなが大きく逞しく育つように導きましょう。

色んな経験を通じて、幼い心を成熟させていけるのが正しい社会。

現象に踊らされず、本質を見る力が問われている現代です。

だいじょうぶ。

親が悪いんじゃない。笑


