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学年

第1試合　ネイビー

第2試合　ホワイト △0-0

2021/10/2（土） 第3試合　ネイビー ●0-1

第4試合　ホワイト ○1-0

第5試合　ネイビー ○2-1

第6試合　ホワイト ○1-0

アローズホワイト

2021/10/9（土）  vs JSC CHIBA ○1-0

 vs アプレイズ千葉SC 1-1

●PK2-3

ベスト16

アローズネイビー

 vs GINGA B ○3-2

 vs JEF 千葉 U12 ●0-6

ベスト16

予選

2021/10/16（土） 第1試合 vs レイソル長生W ○ 7-0

第2試合 vs FC VEARE ○ 13-0

第3試合 vs RONDRINA ○ 5-1

 　予選1位通過

決勝戦

 vs レイソル長生Ｙ 2-2

●PK

　準優勝 !!

残念ながら優勝に届かず悔しい1日でした。
トラップ、パスの正確性、チームとして得点
を取るためには？ディフェンスの対応は？と
考えさせられるところが多かったように思い
ました。
区大会で同じ思いをしないように短い時間で
すがボールに触れ、勝つ気持ちを高めて挑み
ましょう！

レイソル長生

AUTUMN CUP U-11

祝！　準優勝！！

5年

△1-1 久しぶりのTRM
ネイビー、
フォローの動きを増やし、
連動した動きを増やしたい。
ホワイトは負けが無く
自信を持って
プレーしているように見えた
怪我も無く良かったです。

コパソル　TRM

＊ホワイト、ネイビー共に、
　上位の結果次第で
　県大会出場予定　！！

市大会　決勝トーナメント

試合結果報告（10月）（9月は緊急事態宣言中の為試合無し。）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

5年生の皆さん、区大会優勝！おめでとうございます！

朝晩と日中の寒暖差も激しく、乾燥した風も冷たく吹く中、体調管理が難しい季節となりました。

新型コロナの新種にも気を抜けない年末ですが、元気な気持ちを忘れずに、クリスマスやお正月を家族で

楽しめる様に工夫して乗り切って行きましょう！

また、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。

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！ → 



15分x2

第1試合　 △0-0

2021/10/23（土） 第2試合 ○3-0

第3試合 ○2-0

20分1本

第4試合 ○2-1

2021/10/24（日） 　vs バディー ○7-0

　vs GINGA ○2-1

　vs コパソル ○3-0

第1試合 vs 大木戸SC ○4-0

第2試合 vs 千葉アミカル/葛城SC(合同)

2021/10/30（土） ○13-0

第3試合 vs レグルス ○3-0

準決勝

2021/10/31（日） 　vs バディー ○2-0

決勝戦

　vs コパソル ○1-0

第1試合　 ●0-1

2021/10/2（土） 第2試合　 ●0-3

第3試合　 ●0-5

第4試合　 ●1-3

第5試合　 ●0-3

第1試合 vs 宮野木

2021/10/9（土） 第2試合 vs 幕西 ○1-0

第3試合 vs 宮野木 △1-1

第4試合 vs 幕西 ○2-0

第5試合 vs 宮野木 △1-1

第6試合 vs 幕西 ○2-2

PK6-5

第1試合　 ●0-2 第6試合　●0-3　

2021/10/16（土） 第2試合　 ●0-1 第7試合　●0-5　

第3試合　 △1-1 第8試合　○2-1

第4試合　 ○2-1 第9試合　●1-5

第5試合　 △0-0

4年

4年と3年で練習試合に挑みました。失点が徐々
に増えましたがみんなよく頑張っていました。
3年生も素晴らしかったです。今日は主力選手が
いない中、最後までよく走りました。
コーチ・保護者の皆様、暑い中本日はお疲れ様で
した。

コパソル　TRM

○2-1

いつも負けているチームに勝つことができまし
た。
3年生が大活躍でした。
3年生、ありがとうございました。
竹内コーチ、保護者の皆様、朝早くからお疲れ様
でした。

FC幕西/宮野木SC  TRM

アローズカップ前の練習試合という事もあり、い
ろいろなポジションで試合に挑みました。
次週のアローズカップは、是非1・2フィニッ
シュできるよう、みんなで頑張りましょう！
コーチの皆様、保護者の皆様、朝早くからお疲れ
様でした。

小中台FC  TRM

無事1位通過し
11/3決勝トーナメント進出
全勝、無失点ではあるものの、パスとトラッ
プの精度、判断の遅さ、サポートの意識など
課題が残る試合内容でした。

ユナイテッドカップ予選

突破！！

美浜区大会

優勝！！　大会連覇

おめでとう！！

立ち上がりの悪さ
全試合を通して終始チャンスを決めきれ
ない場面が多く決定力を上げる努力をし
ます

BUDDY SC TRM

5年

今回は2チーム出場ではなく
ONEチーム参加
気持ちで戦えるチームになって
ジンガトップチームにも勝ち
負けなしで、準決勝に進出

美浜区大会

準決勝進出！！



アローズ　オレンジチーム

2021/10/23（土） 第1試合 vs アローズN ●0-1

第2試合 vs 幕西 ●0-1

第3試合 vs 若松 △0-0

祝！　第3位！！ 第4試合 vs フォルチ ●0-4

第5試合 vs CFC ○1-0

第6試合 vs CFC-10 ●0-2

第7試合 vs リベリオ ●0-3

第8試合 vs 若松 ●1-2

第9試合 vs CFC ○2-1

アローズ　ネイビー

第1試合 vs アローズO ○1-0

第2試合 vs 若松エルフ △0-0

第3試合 vs 幕西 △0-0

第4試合 vs リベレオ △0-0

第5試合 vs フォルチ ●0-1

第6試合 vs CFC ○8-0

第7試合 vs CFC U-10 ○1-0

第8試合 　決勝　vs リベレオ ●0-1

第9試合 3位決定戦 vs CFC U-10

○0-0 (PK2-1)

第1試合　vs　CFC ○1-0

2021/10/30（土） 第2試合　vs　ポカルス ○3-0

第3試合　vs　CFC ○1-0

第4試合　vs　CFC △0-0

2021/10/24（日） アローズA ＜7人制＞

第1試合 vs アローズB ●1-3

第2試合 vs 磯辺FC B ○1-0

アローズA, B 2チーム出し 第3試合 vs 磯辺FC A ○3-0

第4試合 vs アローズB ○3-1

第5試合 vs 磯辺FC B ○2-1

第6試合 vs 磯辺FC A ○2-1

＜8人制＞

第1試合 vs 磯辺FC ○3-2

第2試合 vs 磯辺FC △1-1

アローズB ＜7人制＞

第1試合 vs アローズA ○3-1

第2試合 vs 磯辺FC A △0-0

第3試合 vs 磯辺FC B ○2-0

第4試合 vs アローズA ●1-3

第5試合 vs 磯辺FC A ○2-0

第6試合 vs 磯辺FC B ●1-2

3年

全体的に声出しがもう少しでるとパスも通りやす
いのかなと感じました。まだまだ伸び代がありそ
うですね。
コーチ、保護者の方々お疲れ様でした。また、当
番をサポートして頂きありがとうございました！

磯辺FC　 TRM

久しぶりの練習試合でしたが、以前よりパスを繋
げられるようになり、良いプレーも見られました
が相変わらず声が出ていませんでした。後半は疲
れていたようで動きが悪かったです。

コーチ、保護差の方々お疲れ様でした。

4年

4年　アローズカップ

第3位！！おめでとう！！
良く頑張りました！！
次回は優勝目指して頑張ろう！！
コーチ、保護者の皆様、1日お疲れ様でした。

今日は2チーム相手に無失点と検討しました。
声を掛け合って、一生懸命走っている姿に成長を
感じました。
コーチの皆様、保護者の皆様、本日も有難うござ
いました。

CFC / ポカルス TRM



第1試合 vs FC幕西 ●1-8

2021/10/9（土） 第2試合 vs 印西FC2 ●0-4

第3試合 vs 印西FC1 ●0-11

第4試合 vs 作新SC ●1-2

第5試合 vs 作新SC ●1-2

第1試合 vs コパソル ○2-0

2021/10/24（日） 第2試合 vs 磯辺FC ●1-3

第3試合 vs バディーSC ●0-3

2年

序盤から相手チームに圧倒されてしまいました
が、最後まで頑張っていました！
ポジションを初めて意識しながら試合に臨めてま
した。
最後は負けててもみんなが声出せて笑顔になれる
試合が出来て良かったです。
コーチ、保護者の皆様お疲れ様でした。

　FC幕西/印西FC/作新SC

TRM

1年

1年生2名、年長さん7名で臨んだ初めての
公式戦、健闘しました。1年　区大会

5年生 TOPICS

10/16（土） レイソル長生 AUTUMN CUP  U-11

5年生 ☆準優勝！！おめでとうございます！！☆



10/31（日） 美浜区大会

5年生 ☆優勝！！☆ ＆ 連覇 ！！☆



4年生 TOPICS 10/23（土） 4年 アローズカップ

☆第 3位！☆ おめでとうございます☆

お知らせ

・ 年末年始スケジュール ☆
12/25(土) 蹴り納め！ 全学年、高浜海浜小 集合 ☆

対抗試合＆バザー等を開催しますので、
是非、ご家族でご参加下さい m(_ _ )m

2022年 1/8(土) 蹴り初め！！ 全学年、高浜海浜小 通常練習 ☆

駐車場の利用について、お願い。( 赤字の部分：変更点あります。）

他団体や先生方も利用する限られたスペースです。

練習や試合終了後は速やかに駐車場を空けていただけますよう、ご協力お願いいたします。

＜高浜海浜小駐車場利用について＞

アローズが駐車場として利用できるのは正門を入って左側（校舎側）の NO.１～６、

及び、渡り廊下を渡った土の部分になります。

※NO.1～6は、17:00以降は駐車出来ません。（16:50には、渡り廊下を渡った土の部分へ移動

願います)

※来賓用には停められません！！

※注意を受ける事例がありますので、駐車場所は必ず守ってください。

※渡り廊下を渡った場合は、利用後、掃除をお願いします。

← 三橋会長が駐車票（左図）を作成してくださいました。

各学年委員より周知し、海浜小に停める際は、必ずフロントに掲示してください。

活動にあたってのお願い


