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学年

第1試合 〇 1-0

2022/4/2（日） 第2試合 〇 2-0

第3試合 ○ 1-0

第4試合 〇 4-0

第5試合 ○ 1-0

第6試合 ○ 9-0

第7試合 ○ 4-0

第1試合 vs イーグルス ○ 1-0

2022/4/10（日） 第2試合 vs アブレイズ千葉 △ 1-1

第3試合 vs イーグルス ● 0-2

第4試合 vs アブレイズ千葉 △ 0-0

第5試合 vs イーグルス

第6試合 vs アブレイズ千葉 ○ 5-0

第7試合 vs イーグルス △ 2-2

第1試合 〇　3-0

2022/04/16 (土) 第2試合 ●　1-2

第3試合 ○　6-1

第4試合 ○　2-0

第5試合 ○　5-0

第6試合 ○　3-1

第1試合

2022/04/24 (日) 第2試合 〇3-0VS.レッドクローバーSC

コート内にある草でボールの球威が変わるな
ど、最初は選手も戸惑ったと思いますが、暑い
中頑張って走っていました。

大事な公式戦が2週間後に始まります。1点を
取ること、1点も取られないことにこだわり、
チームの勝利のため力一杯頑張って欲しいで
す。

選手、コーチ、保護者の皆さま、今日はお疲れ
様でした。

パスが良く回り得点に繋げることが出来まし
た。

強豪チーム相手によく頑張りました。

お疲れさまでした！

〇7-0VS.千代田FC

6年

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

新年度一発目の練習試合、一試合目の素晴らし
いシュートから始まり、大量得点、クリーン
シートで終えることが出来ました。

リードしている時こそ落ち着いて、さらなる得
点に繋げましょう。お疲れさまでした。

FCおゆみ野  TRM

合同TRM

コラソン千葉FC TRM

6年生初の公式戦2勝失点0、笑顔で終えまし
た。

パスを繋いだシュート、コーナーからのセット
プレイでの得点もありました。

2試合目はプレッシャーの速さや大きなキック
に苦しめられましたが、最後までみんなで声を
かけ合い、走りきることが出来た試合でした。

リーグ1位に向けて頑張りましょう。

 U12サッカーリーグIN千葉

新しい学年でのスタートを切ってはやくも1か月。今の学年での活動にもだいぶ慣れてきたのではないでしょうか。

手探りではありますが交流試合が活発になってきています。感染対策と両立しながら、サッカーを楽しみましょ

う！



学年

第1試合 〇1-0VS.若松エルフSC

2022/04/30 (土) 第2試合 ●0-3VS.小中台FCガーナル

第3試合

第4試合

第5試合

第6試合

第1試合 ●0-7VS.リベレオ

2022/04/02 (土) 第2試合 ●0-8VS.鶴牧サッカークラブ

第3試合 ●0-8VS.FCラルクヴェールU11

第4試合 △0-0VS.リベレオU11

第5試合 〇3-2VS.アストロンB

第6試合 △2-2VS.FCラルクヴェール 

第1試合 ● 0-2

2022/04/10(日) 第2試合 △ 0-0

第3試合 ● 0-2

第4試合 ● 0-2

第5試合 ● 0-2

第6試合 ● 0-1

第1試合 ○ 4-0

2022/04/02 (土) 第2試合 ○ 2-0

第3試合 ○ 4-0

第4試合 △ 0-0

第5試合 ○ 5-0

第6試合 ● 2-4

第7試合 ○ 3-0

第8試合 ○ 4-0

第1試合 △0-0VS.磯辺FC

第2試合 ●0-2VS.船橋若松FC

船橋若松FC　磯辺FCTRM 第3試合 △1-1VS.船橋若松FC

第4試合 〇3-1VS.磯辺FC

第5試合 〇3-1VS.船橋若松FC

4年

久しぶりの遠征でした。

チャンスを決めきれず、惜しいシーンが多くあ
りました。

もっと声を出してみんなで盛り上げて楽しく
サッカーできるといいなと思います。

強風の中お疲れ様でした。

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

2022/04/10 (土)

久しぶりのTRMでみんな楽しそうに試合して
いました。

周りが見えるようになってきてサイドからの攻
撃が増えいい形で点も取れるようになってきた
と思います。

寄せが早く、思う様にプレーをさせてもらえ
ず、ボールを追いかけて走らされている印象で
した。
アローズとバディさんの違いは、個人技の止め
る、蹴るは各自でもスキルアップしないと追い
つかないのと、大きな違いはサッカー知識の差
だと感じました。
どこに動いて、どのようにもらうか、出したら
どこに動くか、相手のボールを誰と誰がどこを
きって奪いにいくか、など。
また、バディさんは試合中の声掛けや、試合に
臨む姿勢、態度など、見習いたい所が多くある
チームでした。

バディ千葉SC　TRM

6年4人、5年6人、本職キーパー不在での
TRMでした。
キーパーを6年でまわし、5年も守りの時間が
多かったですが、一生懸命駆け回り善戦しまし
た。本日の得点は6年のゴールだったので、試
合を引っ張ることができてよかったです。
最後CTCを見越したPK対決があり、(vs小中
台FC)
キーパーのファインセーブが2本！
4-2で勝ちました。

5.6合同TRM

止める、蹴る、球際負けない。まずはここか
ら。。頑張りましょう！
相手が強くなるほどパススピードがないとパス
も通らないので意識できると良いです。
個の力の差が歴然でも、その中で何ができるか
を考え、球際だけは絶対負けない、気持ちだけ
は絶対負けないという強い気持ちを全員が持て
れば、チャンスは必ず来ると思います。
パスをもらってからどうするか考えるからすぐ
寄せられて奪われている印象。
ボールを持った時に顔が上がらない、パススー
ド遅い、判断遅い、が目立つので、最後の試
合、勝って終われる様に頑張りたいです！
バックラインの真ん中へのパスミスで失点した
のでそこは同じミスをしない、焦らない様にが
今後課題でした。

スーペルコパ

5.6年

△0-0VS.小中台FCデサフィア

△0-0VS.若松エルフSC

〇1-0VS.小中台FCガーナル

●1-2VS.小中台FCデサフィア

5年

小仲台FC TRM



学年

第1試合 〇2-1VS.NFC

2022/04/11 (日) 第2試合 〇2-0VS.ジェフ千葉B

ジェフ千葉チャレンジカップ 第3試合  〇1-0VS.磯辺FC

第4試合  〇2-1VS.五井FC C

第5試合  〇4-1VS.五井FC B

第6試合 〇3-1VS.TODOS UNIDOS

第1試合  〇6-0VS.アブレイズ千葉SC

2022/04/29(祝金) 第2試合 ●1-4VS.WingsU12

4年市大会予選 第3試合  tuo vs 東習志野A

第4試合  vent vs 東習志野B

第5試合  vent vs 東習志野B

第6試合  tuo vs 東習志野A

第7試合  vent vs 東習志野A

第8試合  tuo vs 東習志野B

2022/04/30(土) 第一試合　〇1-0VS.幕張リバティーズ

4年市大会予選 第二試合　●6-0VS.小中台FCブルー

（TUONOチーム）

第1試合  ●0-3VS.COLORZ

2022/04/30(土) 第2試合 〇3-0VS.アレグラッソ君津

カラクテル交流戦 第3試合  ●1-6VS.VIVAIO船橋

第4試合 ●0-4VS.ちはら台SC

第5試合  〇12-1VS.レッドクローバーB

第6試合  △1-1VS.アレグラッソ君津

第7試合  ●1-2VS.アレグラッソ君津

第8試合  ●2-3VS.VIVAIO船橋

第9試合  〇4-0VS.レッドクローバーB

第10試合  〇5-0VS.ちはら台SC

第1試合  △0-0VS.草野

第2試合 △0-0VS.勝田台1

　2・3年合同TRM 第3試合  〇1-0VS.草野

第4試合　〇2-0VS.勝田台1

第5試合  △0-0草野

第6試合  △1-1VS.勝田台

2022/4/1（日）
久しぶりの練習試合でした。
まだ慣れない８人制コートでの試合でしたが、
いつもの緊張して動きが固い様子もなく１試合
目から一生懸命走ってボールを追いかける姿が
見られました。
試合が進むにつれ、少しずつ互いに声を掛け
合ってパスを繋げたり、スペースをうまく使っ
てサイドから突破する姿も見られました。
また２年生、1年生もよく走り積極的に参加し
ていました。

背番号からマークする。（相手の後ろからマー
クすると相手もボールも見る事ができる）背中
を向けて戻らない。ボールを真ん中でキープす
るのはキケンなので外に出すように。スローイ
ンの際のマークや次のカバーリングをしっかり
とする。基本的なトラップ、キック、周りと連
動して動く等の基礎がまだまだ出来ていないの
で練習しましょう。

2.3
年

対戦相手 / 勝敗 / スコア試合日 / 大会名

5対5の少ない人数形式の試合の中、インター
セプトしパスを繋いで得点に繋がるシーンや守
備もみんなよく戻って対応し、ゴールを守りま
した。
個人能力もそうですがチームとしての力が向上
し、結果として優勝！自信にもなると思いま
す。
今日は暑い中良く走りお疲れ様でした。

あと優勝本当におめでとう🎉

引率コーチ、保護者の皆様も暑い中お疲れ様で
した。
市大会も優勝目指して頑張りましょう！

久しぶりの公式戦でしたが、試合が始まると集
中して一生懸命頑張っていました。パスを繋い
で1点取ることが出来て良かったです。

コーチ、選手、保護者の皆様お疲れ様でした。

交代無しで15分5試合ほぼ休憩無しで
挑んだ交流会

最後まで走り切る、チームの為に守る

少しずつ出来てきた事が結果に繋がってるよう
に見えました。

あとは個人個人止める、蹴るをもっとしっかり
と意識し練習、アップの時も自分の100%の
力でやる事をしっかり実施していければもっと
強くなれるなと感じた1日でした。

2日間の連日の疲労もあると思いますので各ご
家庭でしっかりメンテナンスして明日からまた
頑張ってもらいたいと思います。

4年

試合開始から冷たい雨が降り始め、濡れた芝生
で体力も奪われていく中、集中力を切らす事な
く、強豪相手に最後までディフェンス、パス
ワークなど本当に頑張っていました。
心折れずにやり切れたのは、心の成長の証だと
思います。
選手、視聴の保護者の皆様、帯同のコーチ、保
護者の皆様お疲れ様でした！
３日の試合に勝って決勝トーナメントいきま
しょう！

tuonoの皆さん、明日頑張ってください！応援

してます‼︎

(VENTOチーム）

備考



4/11（土）4年生 ジェフ千葉チャレンジカップ優勝

TOPICS


