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学年

2022/9/4（日） 第1試合 vs　イーグルス ○4-1

第2試合 vs　レグルスFC ○4-0

第1試合 vs 北条FC ○1-0

2022/9/11（日） 第2試合 vs バディSC千葉A○2-1

TRM①　vs　北条FC ○3-0

TRM②　vs　北条FC ○5-2

TRM③　vs　北条FC ○6-0

第1試合 △0-0

2022/9/17（土） 第2試合 ○1-0

第3試合 ○4-0

第4試合 ●0-1

第5試合 △1-1

第6試合 △1-1

第7試合 ○6-0

試合結果報告（9月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

6年

DIOS　TRM

立ち上がり、序盤から細かいパス回しが繋がるな
ど良いプレーもありましたが、シュートまでは行
くもののなかなか得点に繋がらず、今日も得点ま
での我慢の時間帯が続きました。

それでもセットプレーからの得点で勝利し、2試
合までの待ち時間では、笑いが有りながらも声を
出しながら真剣に練習に取り組んでいました。

そのおかげか、2試合目は立ち上がりから皆良い
動きをしていた思います。
試合後のTRMでは、緊張から開放されたからか、
のびのびとしたプレーができ、得点にも繋がった
ようです。
1試合目はどうしても緊張してしまい、身体が思
うように動かない子達もいるようです。今後のた
めにも、試合前の自分なりのリフレッシュ方法を
確立しておくことも大事なことかもしれません
ね。

U-12　後期大会2日目

U12の相手チームのレベルが上がる中、次の試合
を想定する良い機会でした。
ディフェンス面において、カバーリングが出来て
いることで、相手のシュート数を抑えられたのは
良かった点。ただ、相手陣内早めにボールは奪っ
ておきたい。攻め手に欠ける課題としては、以下
3点だと感じた。
①ファーストタッチの精度（特にトラップ）
②ボールを受ける時の体の向き（相手を背負って
るケース多い）
③ワンツーなど早めのパス回し（持ってる間に寄
せられ潰される）

相手のプレッシャーが早くなると、判断スピード
がポイントとなる。そのためには、次のプレーイ
メージを持ち、焦らずプレーするための初動と相
手より速くスペースを有効活用することが得点の
カギとなる。最後の試合は、上記①〜③が上手く
出来ていた。
強い相手との試合で、各自が普段と違うポジショ
ンをやったことは良い気付きになったと思うの
で、感じたことを次に活かして欲しい。
今日も暑かったですが、皆さんお疲れ様でした！

まずは後期戦の出だし、2勝おめでとうございま
す。
本日はアローズの選手があまり得意ではない天然
芝のコートで、ボールが走らず、困惑していた選
手もいました。
そのせいかもしくは緊張のせいか、１試合目は我
慢の時間帯が続きましたが、サイドを突破しての
マイナスのセンターリングにふかさないで丁寧に
合わせられたシュートからの得点、ハズレはした
が積極的なシュートなど良いプレーもありまし
た。キーパーからの天然芝の止まりやすいを利用
したチャンスに繋がるパントキックも多く見られ
ました。
来週は館山市まで遠征しての試合、そして対戦相
手のレベルも上がります。

また気持ちを切り替えて、得点を取りに行きま
しょう！コーチ、審判、帯同した保護者、事前準
備や子供達の送迎をしてくれた保護者の皆様、あ
りがとうございました。

U-12　後期大会

気づけば秋も終わりが見え始め、冬の気配がだんだんと大きくなってきました。

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！！！

コロナ禍はまだまだ続いていますが、練習やTRMで培ったパフォーマンスを最大限に発揮して欲しいですね。



学年

第1試合 vs　ちはら台FC ●0-1

2022/9/3（土） 第2試合 vs　市川真間どろんこSC●0-2

第3試合 vs　FC幕西 △1-1

第4試合 vs　ちはら台FC ○3-0

第5試合 vs　大森SC ○4-0

第6試合 vs　大久保SC ●0-2

第7試合 vs　アブレイズ千葉SC ○2-0

●0-3

1回戦

2022/9/10（土） vs　コラソン千葉U-12 ●1-3

2022/9/18（日） 第1試合 △0-0

第2試合 ●0-3

第1試合 vs フロインツ ○4-1

2022/9/25（日） 第2試合 vs 千葉SC ○3-1

第3試合 vs バディー千葉SC.11●0-1

第1試合 vs 千葉北FC △2-2

2022/9/11（土） 第2試合 vs 小中台 △0-0

第3試合 vs 千葉北FC ○4-0

第4試合 vs 小中台 ●0-1

第5試合 vs 千葉北FC ○1-0

第6試合 vs 小中台 ●0-4

第1試合 vs 草野FC ○1-0

2022/9/25（日） 第2試合 vs アブレイズ ○2-0

第3試合 vs 草野FC ●0-1

第4試合 vs アブレイズ ○1-0

第5試合 vs 草野FC ○3-0

第6試合 vs アブレイズ ○1-0

試合日 / 大会名

美浜区大会

アローズカップ

対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

順位決定リーグ①
vs　大久保SC

順位決定リーグ②
vs　市川真間どろんこSC

△1-1
（PK0-1）

1試合目と2試合目の入り方が悪く、試
合によってかなり集中力の差がありまし
た。
相手に合わせないこと、プレッシャーを
かけること、セカンドボールを拾うこと
に気をつけ、来週の決勝リーグも頑張っ
て欲しいと思います。

コーチ、保護者の方々、朝早くからお疲
れ様でした。
お疲れ様です。

 

3年

5年

久しぶりのTRMお疲れ様でした。

隅田コーチがコート内に入り、指示や指
導の声掛けをしてくださってのプレーと
なり以前よりいい動きができるように
なっているなと思う試合展開でした。
最後は4年生との対戦で失点は多くなり
ましたが、他の試合は前にボールを運ぶ
ことも、通せんぼをしてシュートを打た
せないようにすることも出来たと思いま
す。
今後、もっと上手くなればクロスからの
シュートもできるようになると思いま
す。得点に繋がりやすくなると思います
ので、周りをよく見て、お互いに声をか
け
残暑厳しい中皆様お疲れ様でした！

小仲台・千葉北FC　TRM

草野FC・アブレイズTRM

・通せんぼしてミスを誘いボールを取る
・自分のマークの番号などそれぞれが声
かけをして守備をする

が本日のコーチからの課題でした。特に
マークの番号を声に出して言うなど声か
けが頑張れていて、コーチからもよく出
来ていたと話して頂きました！
ベンチからの声掛けも出ていたりとチー
ム一丸となっている様子も見られ成長を
感じられる試合だったと思います。
コーチ、保護者の皆様、本日もありがと
うございました。

自分たちのサッカーができる時間帯も多
くあり、いいパスのつながる場面も多く
ありました。

どんな相手に対してもそれが出せるとい
いですね。本日はお疲れさまでした！

途中、リズムの良い時間帯はありました
が全体的にはセカンドボールを相手にほ
ぼ取られており、動き出しで負けていた
印象です。
セカンドボールを取りに行きましょう。

市大会

コーチ、保護者の皆様、本日は雨の中お
疲れ様でした。小仲台　TRM



学年

第1試合 ○2-0

第2試合 ○1-0

第3試合 △1-1

△1-1

第2試合 ○5-1

【白ユニチーム】

第1試合 vs バディー1 ●1-2

第2試合 vs GINGA ●1-5

第3試合 vs 千葉SC1 △0-0

【オレンジユニチーム】

第1試合 vs コパソル 03-0

第2試合 vs 千葉FC ○2-0

第3試合 vs バディー2 ●0-3

第4試合 vs 磯辺FC ○1-0

グループ2位で決勝リーグ！！

第1試合 vs GINGA ●0-5

第2試合 vs 千葉SC ●1-2

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

1年生大会　決勝リーグ

第1試合、第2試合ともに、緊張からな
のか全体的に元気がなく、声かけもな
かったように思います。
第3試合目でようやく元気のある姿がみ
られ、声をかけあう場面もありました。

みんなで声をかけあいながら、お互いに
気持ちを高めていけるようにしていけた
らと思いました。
1人がドリブルで突破した後に、誰も味
方がついてきていない場面があるので、
1人で行かせるのではなく、続いて行け
る子がいるとゴールにつながるのではな
いかと思いました。

朝早くからコーチの皆様、保護者の皆様
お疲れ様でした。
オレンジユニチーム、決勝リーグ進
出！！

2022/9/10（土）

みなさんお疲れ様でした。勝てる試合に
勝てなかった悔しさが残る試合だったと
思います。

ボールを持ったらポーンと蹴り飛ばして
終わることもあったので一人一人ドリブ
ルで運べるようになるといいと思いま
す。

最後の最後で点を入れられて負けてし
まった試合もあるので最後まで気を抜か
ずに攻めて守ってほしいと思います。
この試合の悔しい気持ちを忘れずにまた
頑張りましょう。

1年

千葉FC　TRM

【Bチーム】
第1試合

2022/9/10（土）

1年生大会

区大会1週間前の練習試合でした。

それぞれポジションを意識し始めること
が出来ていたように感じます。

選手同士の声掛けも見られました。

それでも途中ダンゴになっていたり、改
善点はまだまだあると思うので、引き続
き頑張って欲しいと思います。

2022/9/3（土）


