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学年

第1試合　ネイビー

第2試合　ホワイト ○4-1

2021/7/17（土） 第3試合　ネイビー △1-1

第4試合　ホワイト ○3-1

第5試合　混合 ○2-0

第6試合　混合 ○6-0

第7試合　混合 ○4-0

第8試合　混合 △2-2

第9試合　混合 ○3-1

第10試合　混合 敗戦. . .

[予選リーグ]

2021/7/23（金祝） 第1試合 vs トッカーノ ●0-1

2試合 vs  ローヴァーズ ○2-0

[2位トーナメント]

vs VIVAIO船橋　 ○3-2

[5位決定戦]

vs 柏レイソルA.A.長生 ○0-0

（PK勝）

アローズ　12チーム中5位

第1試合 ○1-0

第2試合 ○2-0

2021/7/24（土） 第3試合 ○5-1

第4試合 ○2-0

第5試合 ○3-0

5年　アローズカップ

磯辺FC TRM

5年

○2-1
炎天下の中、
朝早くから走りまくりました！！

市大会に向けて足りないところがまたわかったト
レーニングマッチになりました。

FC. EDO TRM

試合結果報告（7月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

暦ではもう「立秋」も過ぎて「処暑」です。

夏バテ気味のこの時期、バランスの良い食事と早寝早起きの規則的な生活がまず何よりも大切です。

暑いからと言って冷房の効いた部屋で過ごしてばかりいないで、暑さに負けず今しかできない活動を

エンジョイしてください。

もちろん水分補給は忘れずに。

新メンバー 募集中！！

まずは、お気軽にお越し下さい。

☆ 見学だけでも、OK です ☆

アローズホームページも見てね！ → 



5年　ネイビーチーム

2021・7月 第1試合 vs FC cuore千葉 ○ 25-0

第2試合 vs FCラルクヴェール千葉 △3-3

第3試合 vs Ares Asunaro FC　○9-1

5年　ホワイトチーム

第1試合 vs 大森SCスカイ ○6-0

第2試合 vs 稲毛FC ○2-0

第3試合 vs FCリベレオ ○3-1

第4試合 vs 都賀ライオンズ ○5-1

第1試合 vs 稲毛 △0-0

第2試合 vs 大久保 ●0-3

2021/7/18（日） 第3試合 vs 稲毛 ○1-0

第4試合 vs 大久保 ●1-2

第5試合 vs 稲毛 ○4-1

第6試合 vs 大久保 ●0-3

第1試合 ○3-0

2021/7/24（土） 第2試合 △0-0

第3試合 △3-3

第4試合 △0-0

第1試合 △0-0

2021/7/25（日） 第2試合 ○4-0

第3試合 △0-0

第4試合 ○4-1

第5試合 △0-0

第1試合 vs 磯辺FC 

2021/7/31（土） 第2試合 vs 八千代台 △0-0

第3試合 vs 村上SC ○4-1.

2021/7/17（土） アローズA

第1試合 vs コパソル △1-1

第2試合 vs CFC A ●1-2

アローズA, B 2チーム出し 第3試合 vs CFC B △1-1

第4試合 vs アローズB ○4-1

アローズB

第1試合 vs CFC B △0-0

第2試合 vs コパソル ○3-0

第3試合 vs CFC A ●0-2

第4試合 vs アローズA ●1-4

3年

暑い中みんな最後まで走って頑張っていました。
ポジションは意識出来ていたと思います。試合中
の声がなかったので、もっと声を出してパスをも
らうとパスがまわり、ゴールに繋がるプレーが増
えると感じました。また、セットプレーの時に相
手のマークを外している子が多かったので、練習
の際に意識的に取り組んでいけば良いと思いまし
た。
選手、コーチ、保護者の皆様、暑い中お疲れ様で
した。

千葉FC /美浜コパソル TRM

○5-0
練習試合が続いて、パスを繋ぐことがとても上手
くなり、声も出ていて連携のとれた良い試合に
なってきました。
コーチの皆様、保護者の皆様、暑い中お疲れ様で
した！

ポカルス交流試合

4年

酷暑の中4年生10人だったので、急遽るあ君が参
加してくれました！
監督、コーチが決めるのではなく、途中から自分
たちで話し合ってポジションを決めたり、良かっ
たこと、悪かったことの修正をしていました。そ
れぞれが色々なポジションを経験し、感じた事を
次の試合に活かすこと、しっかり仲間と話し合う
ことを強化したTRMでした。
声を出す子が限られてしまっているので、全員が
大きな声を出して励ましたり、グランド内で連携
できると良いなと思いました。
暑い中　コーチ、保護者の皆様お疲れ様でした！

稲毛FC/ 大久保SC  TRM

サイドからの攻撃が増えてきました。
以前よりも周りが良く見える様になってきまし
た。
後半になると、暑さのせいか、声が出なくなりが
ちなので、チームワークを高めるためにもお互い
声をかけ合い、盛り上げながら戦えるようにして
いってほしいと思います。
コーチの方々、荷物運び、審判等、いつもありが
とうございます。明日もよろしくお願いします。
保護者の方々、暑い中お疲れ様でした。

磯辺FC TRM

試合を重ねるごとに、逆サイドに展開する意識が
出てきた様に思います。
ただ、声を出す子が限られているので、全員で指
示の声出しが出来る様になれば更なる成長に繋が
ると思います。
暑い日々が続きますが、体調管理に気を付けて、
戦っていきましょう。今後の試合も期待していま
す。
コーチの皆様、保護者の皆様、暑い中お疲れ様で
した！

若松エルフSC TRM

5年
両チーム、予選突破！
　　おめでとうございます

市大会　結果

両チーム　予選突破！！



オレンジチーム結果　3位！！

予選リーグ

2021/7/22（木祝） 第1試合  vs アローズホワイト ○2-0

コロナに負けるな！！ 第2試合  vs 浦安イーストJr ○6-0

第3試合  vs 東本FC ○1-0

第4試合  vs 柏レイソルA.A.長生 ●0-4

第5試合  vs ローヴァーズFC ●2-3

第6試合  vs イーグルス △1-1

第7試合  vs FC.Forte.K2 ●0-5

チャンピオンズトーナメント

第1試合  vs 柏レイソルA.A.長生 ●1-5

第2試合  vs FC.Forte.K2 ○PK3-1

ホワイトチーム結果

予選リーグ

第1試合  vs アローズオレンジ ●0-2

第2試合  vs 東本FC ●0-1

第3試合  vs 浦安イーストJr ○4-0

第4試合  vs ローヴァーズFC ●0-4

第5試合  vs イーグルス △0-0

第6試合  vs FC.Forte.K2 ●0-2

第7試合  vs 柏レイソルA.A.長生 ●0-3

チャレンジトーナメント

第1試合  vs 東本FC ○PK3-2

第2試合  vs イーグルス ●PK2-3

第1試合 △0-0

2021/7/25（日） 第2試合 ○2-1

千葉SC  TRM 第3試合 ○2-1

第4試合 ○3-2

第5試合 ●0-1

第6試合 ○4-0

暑い中　良く頑張りました。

もう少しボールに対して積極的に奪いに行く姿勢
が見れたらいいなと思いました。
あとは、オフサイドをしっかり覚えていきたいで
すね。この先8人制を沢山して体で覚えていきま
しょう！突然の雨などで大変でしたが保護者も選
手もお疲れ様でした！

3年

猛暑の中、みんな最後まで走って頑張っていまし
た。
リーグ3勝3敗1分と、勝てたチームからは自信と
経験を、負けたチームからは、正確なパスサッ
カーの強さを学べた、大変良い試合だったと思い
ます。
また、予選0-5で一度負けたチームにトーナメン
トではPK勝ちし、なんと3位を勝ち取る粘り強さ
も発揮でき、チームの皆の成長を感じました。
何より、他チーム含め怪我、熱中症なく、大会推
進出来た事が1番だったと思います。
完璧な準備・指示出し推進頂いたコーチの皆様、
早朝からご協力頂いた保護者の皆様、ありがとう
ございました。暑い中お疲れ様でした。

U-9 アローズカップ2021

　オレンジチーム　3位！

猛暑の中みんなお疲れ様でした。
少し守備の所で押され気味な所もありましたが、
パスを回しながらうまく攻めている場面もあり良
かったと思います。
他チーム含め怪我や体調を崩す様な事もなく良い
大会が行えたと思います。
コーチ、保護者の方々暑い中お疲れ様でした。
そして何より3年生の選手のみんな、本当にお疲
れ様でした。



第1試合 ○1-0

2021/7/25（日） 第2試合 △1-1

第3試合 △1-1

第4試合 ○3-1

第5試合 ○2-0

第6試合 △1-1

第7試合 ●0-1

第1試合 ○6-0

第2試合 ○8-0

第3試合 ○5-0

2021/7/25（日） 第4試合 ○5-0

第5試合 ○6-1

第6試合 △0-0

幼児
さん

＊積極的にボールを取りにいった事で多くの得点
につながりました。また、全員で守る守備もよく
出来ていました。

＊一人一人のボールコントロールとドリブルも良
く、ゴールを狙って前へ前へボールを運べていた
事も良かったです。

＊何よりも、最後まで暑い中！集中して一生懸命
走りプレーして頑張っていた所が、とても良かっ
たと思います。

選手、コーチ、保護者の皆様、暑い中お疲れ様で
した。

　レグルス　TRM

2年
＆

1年

チームメンバーの半数が初めてに試合参加でし
た。
日差しの強い中、最後まで集中力も切れる事なく
積極的にプレーする姿が見られました。
ベンチからの声かけ、応援も自然と出ていて良
かったと思います。
暑い中、選手、コーチ、保護者の皆様お疲れ様で
した！

  2年・1年合同　

フロインツ TRM



お知らせ

TOPICS

7/22（木祝） コロナに負けるな！！ U-9 アローズカップ2021

3年生 ☆ 3位！！おめでとうございます！！☆

7/18（日） バザー開催しました！

当日用事があって来られなかった方は、次回開催をお楽し

みにして下さい。

また、サイズアウトした洋服やシューズ、練習着をご提供

いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。


