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学年

第1試合　レグルスFC

2021/11/3（水祝） 第2試合　イーグルス ○ 3-1

2021/11/6（土） 第1試合 HAMANO　 ○ 3-0

第2試合 GINGA ● 1-4

祝！　準優勝！！

2021/11/21（日） ■市川真間DSCレッド △ 3-3

■福田SC ○ 14-0

2021/11/28（日） vs  柏レイソルTOR △ 0-0

vs  WINGS ○ 1-0

第1試合 

2021/12/11（土） 第2試合 ○ 4-2

第3試合 ○ 3-1

県大会　一次リーグ

県大会　二次リーグ

● 1-2

美浜コパソル TRM

5年

○ 5-0 トーナメントは一度負けたらそこで終わ
り。
前週の連戦の疲れもあるのか、全集中で
きていない様子が感じられましたが、
16チーム中4チームに残ることができま
した。
残ったチームはどこも手強いですが、あ
と2試合勝ち切って二冠を目指しましょ
う！

準優勝！
この悔しさを忘れず
県大会優勝　目指して行きましょう

ユナイテッドカップ

決勝トーナメント

ユナイテッドカップ

決勝トーナメント

2次リーグの28日も
勝ちたい気持ちのある選手で
勝てる様に全力出し切ります。

TORさん得失点差で
決勝トーナメント逃す
また来年もここに来るぞ！

試合結果報告（11月 ＆ 12月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

新年を迎え、厳しい寒さがやってきました。

2022年もアローズにとって素晴らしい1年となりますように！と願いつつも、再びのまん延防止措置法での制限。

おもいっきりサッカーを楽しめる日がくる事を祈りつつ、手洗いやうがい、乾燥対策や睡眠をしっかりとって、

感染しないよう、身体を守っていきましょう。

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！ → 



2021/12/12（日） 　vs  松葉ＦＣ ● 0-1

20分1本

2021/12/18（土） 第1試合　vs 大森FC(大田区) ● 0-1

第2試合　vs saldana soccer academy

(江戸川区) ● 0-2

第3試合　vs FC深川レインボーズ(江東区)

○ 2-0

第4試合　vs 大森ＦＣ ○ 2-0

第5試合    vs saldana soccer academy

○ 2-0

第6試合    vs FC深川レインボーズ

● 0-2

vs　リベレオ ● 0-1

2021/11/7（日） vs   蘇我 ○ 1-0

vs   リベレオ △ 0-0

vs    蘇我 ● 0-1

vs　リベレオ ● 1-5

vs　蘇我 ○ 4-0

vs   リベレオ ● 1-2

＜アローズ　ネイビー＞

第1試合 vs 磯辺 ○ 2-1

2021/11/23（火祝） 第2試合 vs アローズO ○ 3-0

第3試合 vs 大久保 ● 0-1

第4試合 vs HAMANO ● 1-3

トーナメント

第5試合 vs アローズO ○ 1-0

第6試合 vs 大久保 ● 1-4

フレンドリーマッチ

(アローズネイビーとオレンジ混合）

vs　HAMANO ● 0-1

＜アローズ　オレンジ＞

第1試合 vs HAMANO ○ 2-0

第2試合 vs アローズN ● 0-3

第3試合 vs 磯辺 △ 1-1

第4試合 vs 大久保 ● 1-3

リーグ戦

第5試合 vs アローズN ● 0-1

第6試合 vs 磯辺 2-2

● PK 4-5

4年

集中力のムラが出た時に球際で競り負け
る、足で行き、DFが軽いので抜かれ
る、など守備の意識で防げる失点が多い
のでそこは課題かなと思います。それで
も6試合目、階介からの海斗、海斗から
のひよりとうまく崩して得点でき、連携
も良くなっているので、今後、こういっ
た得点が増やせるとさらに強くなるなと
思いました。
肌寒い中、コーチ、保護者の皆様お疲れ
様でした。

リベレオ　TRM

第2位おめでとう！
アローズ同士の試合では、お互い「絶対に
勝つ」という強い気持ちで戦いました。
子ども達の頑張っている姿にコーチ、保護
者も応援に力が入り、とても盛り上がりま
した。
コーチの方々、試合の手配等々いつもあり
がとうございます。
保護者の方々、朝早くからお疲れ様でし
た。

ミニアロカップ

祝！　準優勝！！

悔しくて涙する姿がとても印象的な1日でし
た。それだけ全員が本気でサッカーに向き
合えるようになってきた成長の証だと、見
ていてとても感慨深かったです。
球際で競り負けるその一点が試合を決めて
しまう事を身をもって感じたと思うので、
球際で競り負けない強さをこれからもっと
身につけて、気持ちで絶対負けないサッ
カーを全員でして強くなってほしいです！
コーチの皆様、保護者の皆様、朝早くから
お疲れ様でした！
CFCカップは優勝しましょう！

5年

CTC杯　　6年大会

県外のチームとの交流戦、まさに井の中
の蛙でいつものサッカーはやらせてもら
えませんでした。
寒いのは相手選手も同じこと。パスとト
ラップの精度、一歩目の動き出し、切り
替えの遅さを改善していきましょう。

saldana 交流戦



2021/11/28（日） 第1試合 vs CFCスパーダ ● 0-1

第2試合 vs CFCアルコ △ 0-0

第3試合 vs 昭和SC ○ 3-0

第4試合 vs 西小中台 ○ 2-1

第1試合　 vs FCフォルチK2 ○ 1-0

2021/12/5（日） 第2試合　 vs 稲毛FC ○ 2-0

第3試合　 vs FCフォルチK2 ● 0-1

第4試合　 vs 稲毛FC ● 0-1

第5試合　 vs FCフォルチK2 ● 0-2

第6試合　 vs 稲毛FC ○ 3-0

第7試合　 vs FCフォルチK2 ○ 1-0

 vs 行田東

2021/12/12（日）  vs 宮野木 △ 0-0

 vs 行田東 ○ 2-1

 vs 宮野木 ○ 3-0

 vs 行田東 ○ 3-0

 vs 宮野木 △ 0-0

 vs 行田東 ● 0-2

第1試合　 vs WINGS ● 0-5

2021/12/18（土） 第2試合　 vs ヴィスポ柏 ● 1-3

第3試合　 vs Azu Lente KAZO  ● 1-2

第4試合　 vs MIP FC ● 0-10

第1試合　 vs ESTELLAS.FC● 1-2

2021/12/19（日） 第2試合　 vs アストロン ○ 2-1

第3試合　 vs ラルクヴェールB○ 3-2

ゴールキーパーを今日はほぼ全員交代で担
当しました。今までやっていないポジショ
ンをやるなど慣れない分上手くボールが回
らない場面もありました。後ろの選手が大
きな声を出してラインを合わせたり、前の
選手にコーチングする大切さなど、今後み
んなが意識して出来るようになっていくと
良いなと思います。寒い中コーチ、保護者
の皆様お疲れ様でした！

行田東 /宮野木  TRM

9人でほぼ交代のない中頑張りましたが、最
後、力尽きました。DFラインが頑張って
戦っても、ハーフ、サイドハーフのポジ
ショニングが悪く、繋げないことが目立ち
ます。あとは、「個の力」の差、基本の
「止める、蹴る」の差。まず、トラップを
思う場所に置けるように、平日、いかに練
習するか、それだけの差だと思います！練
習しましょう！そして勝てるチームに！
極寒の中、お疲れ様でした！また明日、下
位リーグでトップ目指して頑張りましょ
う！

super copa 合宿1日目

サイドハーフはサイドライン踏むくらいま
で開く！何度言われても内側に入りがちな
ので、常に意識して、ボールや味方と連動
して動く、開く！歩く暇はない！というこ
とをやれる様にが今後の課題です。最後2試
合勝利で終われてよかったです！
2日間、少ない人数で最後まで頑張り、皆が
成長した合宿でした！
2日間コーチの皆さん、ありがとうございま
した！お疲れ様でした！

super copa 合宿2日目

4年

「取るべき所で取らなければ勝てない」
最初の2試合、決定的なチャンスを何本も外
し、勝てた試合を落としたのがもったいな
いなと思いました。また、ボールを持ちす
ぎて潰される前に判断すること、

CFC カップ

前半の試合は超えかけが良く出来ていたと
思います。ゴール前の惜しいプレーがたく
さんありました。全体的にボールだけでな
く、周りをもっと見れるようになれると良
いと思いました。
コーチ、保護者の皆様、本日はお疲れ様で
した。

稲毛FC /FCフォルチK2

TRM

● 0-1



アローズ　オレンジ

2021/11/3（水祝） 　予選リーグ＜7人制＞10分ハーフ

第一試合 vs 草野 △1-1

第二試合 vs アローズホワイト ● 0-1

第三試合 vs コスモス △ 0-0

第四試合 vs おゆみ野 ● 0-2

　順位決定トーナメント<8人制>15分ハーフ

　vs 草野 ● 1-3

  四位決定戦　vs おゆみ野　● 0-0(PK3-4)

アローズ　ホワイト

　予選リーグ＜7人制＞10分ハーフ

第一試合 vs おゆみ野 ○ 1-0

第二試合 vs アローズオレンジ ○ 1-0

第三試合 vs 草野 ○ 2-1

第四試合 vs コスモス ○ 1-1

　順位決定トーナメント<8人制>15分ハーフ

　vs 草野 ● 1-2

  [ 準優勝 ]

Bリーグ＜8人制＞15分ハーフ

2021/11/6（土） 第1試合　vs　鷺沼FC ○ 12-0

第2試合　vs　FC幕西ブルー ○ 12-0

　順位決定戦

Aリーグ1位- Bリーグ1位

　vs　FC幕西イエロー ○ 4-1

2021/11/21（日） 第1試合 vs 稲毛FC ○ 9-0

第2試合 vs 都賀ライオンズ ● 0-1

第3試合 vs 稲毛FC ○ 3-0

第4試合 vs 都賀ライオンズ ● 1-2

第5試合 vs 稲毛FC ○ 4-0

第6試合 vs 都賀ライオンズ ○ 4-0

2021/12/4（土） 1、アロA vs Fv A ○2-1

2、アロB vs Fv B ●0-3

3、アロA vs Fv B ●0-3

4、アロB vs Fv A ●0-4

5、アロA vs Fv B ●0-3

6、アロB vs Fv B ●0-2

7、アロZ vs Fv B ●0-1

8、アロA vs FvB ○3-1

9、アロA vs Fv A ○2-1

10、アロB vs Fv B ●0-8

2021/12/11（土） 第1試合　vs 美浜FCコパソルA ○ 5-0

第2試合　vs フロインツ　 ○ 4-0

第3試合　vs GINGA FC ○ 7-0

稲毛FC /都賀ライオンズ

TRM

☆TRMお疲れ様でした。声も出せている試
合が多く良かったです。5試合目以降につい
ては体力的にも疲弊が見られ声掛けが少な
くなってしまったように感じました。相手
チームから学ぶことも個々にあったと思い
ます。明日からまた頑張って欲しいです。

☆みんな良く走り、体を張った場面も見ら
れました。お互いに声をかけあいサポート
し合うと良くなるのでは、と思います！

FAVERZE千葉　TRM

今日はチームプレーを意識したパス回しや
連携プレーがたくさん見られました。
全員が頑張り、予選1位通過という結果に繋
がりました。来週も全員で優勝目指して頑
張って欲しいです。
皆が声出し出来る様になるといいですね。
早朝から設営等ご協力ありがとうございま
した。皆様お疲れ様でした。

区大会　予選Bブロック

3年

2チームとも、もっと声を出して周りが見れ
ると良いと思います。ただ、連戦でしたが
最後まで頑張っていました。
朝早くの設営からのご協力ありがとうござ
いました。また、試合当番も多大なサポー
トをいただきました。ありがとうございま
す。一日お疲れ様でした！

ミニアロカップ

祝！　準優勝！！

今日は、初戦からみんな声を掛け合ってパ
スを回し、チャンスを確実に点数を決めて
ました。待機時間も遊ぶことなくボールに
触れ練習していたのが印象的でした。
結果優勝を勝ち取ることに繋がりました。
今日の喜びを忘れずに今後に活かして欲し
いです。
暑い中、専任コーチを始め、パパコーチ、
保護者の方々お疲れ様でした。

第16回　MAC CUP

祝！　優勝！！

みんな一生懸命に走り、体を張って戦って
いました。混戦の最中では難しいかもです
が、ベンチに居るコーチの指示をよく聞く
事・周りをよく見て状況把握をする事が出
来る様に意識しながら、皆で協力して行き
ましょう。

コーチ及び保護者の方々、ご協力頂きまし
て、有りがとう御座いました。



2021/12/11（土） 第1試合　vs バディーSC U9 ○ 5-0

第2試合　vs 磯辺FC　 ● 0-6

2021/12/18（土） 第1試合　vs FC幕西 ○ 2-1

第2試合　vs 磯辺FC ● 0-6

 予選リーグ2位の為、3位入賞

第3試合　(フレンドリーマッチ)

  vs GINGA FC ● 2-4

2021/12/26（日） 第1試合　 ○ 1-0

第2試合 ● 0-1

第3試合　 ○ 3-0

第4試合　 △ 0-0

第5試合　 ○ 1-0

第6試合 ● 1-4

第7試合 ○ 1-0

第8試合 △ 0-0

第9試合 △ 0-0

第10試合 △ 0-0

3年

1試合目、立ち上がりから集中して声もよく
出ていました。チーム一丸になっていまし
た。
2試合目、ポジションがかわり、戸惑ってい
た様子もありましたが、後半になるにつれ
て動きが良くなりました。今日の1勝が自信
につながって欲しいです。

コーチ及び保護者の方々、ありがとうござ
いました。Aチーム、決勝トーナメント頑
張ってください。

区大会　予選Dブロック

今日は慣れない芝だった為、いつも以上に
疲れたのかと思います。また、
先週の予選リーグでの動きが全体的に出来
てなかったように感じました。
これで今年度の公式戦は終了になります。

今後の個々の成長を期待したいです。

区大会　決勝リーグ

祝！

美浜区大会 第3位！！

寒い中、ボールをよく追いかけて頑張って
いました。相手の囲んでくるディフェンス
に対してボールを持っていない選手がパス
コースを作ってあげることが出来るともっ
とつながりがあるサッカーが出来ると思い
ました。
2021年、選手・コーチ・保護者の皆様お
疲れ様でした！

磯辺FC　TRM



第1試合 vs 谷津2 ● 0-5

2021/11/3（祝水） 第2試合 vs 谷津1 ● 1-2

第2試合 vs 幕西 ○ 1-0

第2試合 vs 谷津3 ○ 3-2

2021/11/27（土） 第1試合　vs 幸町スワローズ △ 0-0

第2試合　vs 千葉FC ● 0-3

第3試合　vs 大森SC ● 0-5

第4試合　vs クレシエンテ成東△ 1-1

第5試合　vs 草野FC ○ 1-0

第6試合　vs 若松エルフSC ○ 3-0

第7試合　vs FC幕西 ● 0-2

第8試合　vs 若松エルフSC ● 2-3

第9試合　vs 草野FC ○ 0-0

(PK4-3)

2021/12/12（日） 第1試合　vs 東習志野 ● 0-4

第2試合　vs 草野 △ 0-0

第3試合　vs 東習志野 ○ 1-0

第4試合　vs 草野 ○ 2-0

第5試合　vs 東習志野 ● 1-3

第6試合　vs 草野 ○ 2-0

第7試合　vs 東習志野 ● 0-6

第8試合　vs 草野 ○ 2-0

第9試合　vs 東習志野 ● 1-4

第10試合　vs 草野 ○ 3-0

2021/12/18（土） 第1試合　vs 村上SC ● 0-2

第2試合　vs 習志野MSS・B ● 1-4

第3試合　vs 志津FC ● 0-4

第4試合　vs 大和田FC ● 0-2

今まで1試合目は緊張して力を出しきれ
ないこともありましたが、今日は1試合
目から動きも良く試合をスタートする事
が出来ました。前回の練習試合でスロー
インやゴールキックに時間がかかるとい
う課題がありましたが、今日はみんなで
意識してすぐにボールを出す事が出来、
試合の経験を重ねる毎に成長している姿
を見ることが出来ました。
パスをまわすこと、ボールスピードをあ
げること、気持ちの面での課題は多くあ
りますが、チームのみんなでしっかり
守っている場面や惜しいシュートチャン
スも数多くあり、選手たちは最後まで良
く戦っていました。
コーチの皆様、保護者の皆様、朝早くか
らお疲れ様でした。

ナカムラホーム杯

ミニサッカー大会

1年
/  2
年

最初こそ乗り切れず自分達の力が出しきれ
なかったものの、試合を重ねるにつれよく
動き積極的に攻める姿勢が見られました！
良く出来たところを次回以降も生かして
いって欲しいです。オフサイドを覚えるの
も課題の1つ。
コーチ、保護者の皆様朝早くからご苦労様
でした。

1. 2年合同　谷津 /FC幕西 

TRM

初めて1日中試合でしたが、最後の最後まで
頑張って戦いました。
前半の試合では緊張もあり、なかなか力を
出しきれませんでしたが、1点が入ってから
はみんな生き生きして動きも良くなりまし
た。
1点をみんなで喜び、次に繋げていくことが
出来ました。前半リードしていても、後半
逆転されてしまったので、後半も集中を切
らさず勝ち切れるといいと思います。楽し
く試合出来て良かったです。
朝早くからコーチ、保護者の皆様お疲れ様
でした。

1. 2年 ミニアローズカップ

U-8

前半はなかなか攻められず、守る時間が
多くなりましが、1点入ると、雰囲気も
変わり、前に攻める気持ちが出てきまし
た。ボールにより過ぎてしまいフリーな
選手が出てきてしまう事が多かったです
が、みんなでカバーしていました。
球際でボールを見てるだけになってしま
うので、しっかりと戦うようコーチから
言われた後は、しっかり戦っていまし
た。
スローインやゴールキックの時に迷って
しまい、時間がかかって相手にマークさ
れてしまったので、空いている人にすぐ
に出せるようにするのも今後の課題のよ
うです。
1日ありがとうございました。

東習志野/ 草野　TRM



第1試合 ○ 2-0

2021/11/27（土） 第2試合 ● 0-1

第3試合 ● 0-9

第4試合 ○ 1-0

第5試合 ● 0-4

第6試合 ● 0-2

第7試合 ● 0-2

第8試合 ○ 1-0

第9試合 ● 0-7

☆2チームに分かれて交互に出場☆

2021/12/5（日） 第1試合　vs HAMANO △ 1-1

第2試合　vs HANAZONO B △ 0-0

第3試合　vs 東習志野A △ 0-0

第4試合　vs HANAZONO B ● 0-1

第5試合　vs HANAZONO A ● 0-1

第6試合　vs 東習志野B △ 1-1

第7試合　vs 大和田 ● 0-5

幼児

結果
3勝6敗
最初はみんな緊張している様子でしたが
すぐに動けるようになりました。
もっとドリブルで走れるようになれば点
数が入れられるかなと思いました。
でも寒い中みんな頑張りました！

HAMANO TRM

・前後半なしの8分1本制で、
ここから！！というところで終了のホ
イッスル。。
所々であしがとまってしまってるのかな
と思うところをゴールにむかって前へ前
へと行けたらと思いました。

・ドリブルで抜けてからの惜しいシュー
ト、体をはってのディフェンス、ペンチ
からの大きな声援と、
かなり寒かった中、
みんな頑張っていました。

キッズ交流試合

5年生 TOPICS

11/6（土） ユナイテッドカップ

5年生 ☆準優勝！！おめでとうございます！！☆



11/3（水祝） ミニアロカップ

3年生 ☆準優勝！☆

3年生 TOPICS

11/6（土） MAC CUP 

3年生 ☆優勝！☆



12/18（土） 美浜区大会 ！

3年生 美浜区大会 第 3位


