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学年

2022/05/01 (日) 第1試合 ○5-0VS宮野木SC

第2試合 〇8-0VS.Ares Asunaro FC

第1試合

2022/05/03 (火) 第2試合 ○ 1-0

第3試合 △ 0-0

第4試合 ○ 2-0

第5試合 △ 1-1

第6試合 ○ 1-0

第7試合 △ 1-1

第8試合 △ 0-0

2022/05/05 (木) 第1試合 △0-0VS.エルファー木更津

第2試合 〇9-0VS.花見川プリーモ

第1試合 ○1-0

2022/05/05 (木) 第2試合 ○1-0

第3試合 ○3-0

第4試合 ○6-0

第5試合 ○4-0

試合結果報告（5月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

公式戦の初戦は慣れないピッチコンディションに
苦戦しました。相手DF陣は体が大きく、とりわ
けCBの選手は運動量やフィジカル面で一枚も二
枚も上手でした。相手の寄せの早さに焦り、パス
ミスをしたり、無理な体勢や無理な位置から
シュートを打ったり、終始バタバタした展開とな
りました。試合中の声かけも、仲間を責めるよう
な言い方をしたり、自らチームの雰囲気を悪くし
ているように感じました。そんな中でも失点をし
なかったのは良かったです。大きな勝ち点1とな
りました。

公式戦二戦目は二桁得点を目標に試合に望みまし
た。ピッチコンディションにも少しずつ慣れ始
め、パスが繋がり始めました。相手のプレース
ピードが初戦に比べ遅くなったこともあり、得点
を重ねることが出来ましたが、綺麗な形でのゴー
ルは少なかった気がします。色んな選手から得点
が生まれるようになったことは収穫ですね！

U12リーグ第二節、本日も無失点の2勝で戦い抜
きました！
惜しくも枠から外れてしまうシュートが数多くあ
りましたので、次戦では好機に確実に決めて、勝
利を重ねて欲しいです。
帯同下さったコーチ、審判、保護者のみなさま、
お疲れ様でした。

U12サッカーリーグIN千葉 

どこのポディションでも対応できるように、ま
た、次のプレーに向けた体の向きを考えながら動
けるようになると良いと思いました。
まだまだ決定力不足が課題です。みんなで声を出
して、明後日のU12を勝ちに行きましょう！
選手、コーチ、審判、保護者の皆様、今日は暑い
中お疲れ様でした。

花園SCTRM

公式戦での緊張から解放されたのか、
TRMでの動きは最高でした。

１部リーグに上がると、パス、シュー
ト、トラップ等の精度をもっともっと上
げていかないと、勝ち点１を取るのも難
しくなるでしょう。また、CTCのよう
な一発トーナメントでは最初からエンジ
ン全開でいけるように、アップ時から気
持ちを高めていきましょう。

頑張れアローズ！負けるなアローズ！！

FCエルファー木更津TRM

6年

○ 1-0

U12サッカーリーグIN千葉 

雨の多い季節となりました。体調管理の難しい時期ですが、そんな中でも子供たちが

生き生きとサッカーをしている姿を見ると、改めてサッカーができる喜びを再確認する日々です。

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できることを期待しております。



学年

2022/05/08 (日) 第1試合 

第1試合 

2022/05/15 (日) 第2試合 ○ 1-0

第3試合 ● 0-1

第4試合 △ 0-0

第5試合 ○ 2-0

第6試合 ○ 3-0

2022/05/29 (日) 

第1試合 vs 柏ラッセルFCブルー ○ 4-0

第2試合 vsイーストジュニアFC ○ 4-1

気温が30度まで上がり刺さるような暑
さでしたが、怪我で出れない選手もベン
チでサポートしてくれONEチームで勝
ち上がりました。
運動会シーズンで少し練習が不足気味な
のかCKからの得点はなく課題が残りま
した。

まだベスト32、目指すは青葉の森！

〇4-0VS.ウニオンFC船橋

千葉県U12サッカー選手権大会

県ベスト8のスピードの速い相手に一失点と
よく頑張りました。
1試合目からボール支配率は高かったと思い
ますが、シュートまでが遠く、また枠内に
収められない惜しいシュートが多々ありま
した。
CTCのようなトーナメントの試合は一点で
勝ち上がれるかが決まります。
立ち上がりが悪いことも課題となるので、1
試合目からしっかり勝ちにいけるように気
持ちも体も作っていきましょう。
お疲れ様でした。

北習志野FC　TRM

パス回し・ボール支配率はアローズが
勝っていました。サイド縦の攻撃をなか
なかさせてもらえず、早いプレッシャー
を受けながらも先制点をとり前半２点で
折り返しました。安定のディフェンス陣
に助けられて後半追加の２点で勝利をつ
かみました。
攻撃の最後にシュートを打っていたとこ
ろは良かったですが、2回戦以降は、枠
に！！技術も気持ちも高めて勝ち進みま
しょう。みんなで得点のイメージ共有が
できるといいなと感じました。
お疲れ様でした。

第45回チバテレビ旗争奪

千葉県U12サッカー選手権大会

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア

6年

第45回千葉テレビ旗争奪

△ 0-0

備考



学年

第1試合 △　0-0

2022/05/01(日) 第2試合 △　0-0

第3試合 △　1-1

第4試合 ○　1-0

第5試合 ○　1-0

第6試合 △　1-1

第7試合 △　1-1

第8試合 ●　0-1

第9試合 〇　5-1

第1試合 △　0-0

2022/5/8（日） 第2試合 △　0-0

第3試合 △　1-1

第4試合 ○　1-0

第5試合 ○　1-0

第1試合 ○2-0VSちはら台FCホワイト

第2試合 △0-0VS.ジョカーレFC

アローズカップ 第3試合 〇2-0VSF浦安アズーリ

第4試合 ●0-0（PK5-6）大久保SC

第5試合 ●1-3浦安レブルー

第1試合 ○ 2-0

2022/5/29（土） 第2試合 ○ 2-0

第3試合 ○ 3-0

第4試合 ○ 3-0

第5試合 ● 0-2

第6試合 △2-2

第1試合 千葉アミカルSC ●0-5

2022/5/1（土） 第2試合 イーグルス ●0-12
4年

５年

2022/5/14（土）

FC浦安

若松エルフSC

良い距離感でセンターバック、ボランチから両ワ
イドにボールを散らし、サイドから敵陣深くに切
り込めたことによって、たくさんのチャンスを作
ることができました。
しかし両ワイドが深く入り込んだタイミングで2
列目も同じラインに侵入してしまったため、折り
返しが全てゴール前のみになり(バイタルエリアに
一枚残ってればフリーで受けれたのに)弾き返され
る場面が目立ちました。
またサイドからの攻撃によって得たコーナーキッ
クで、良いボールが多く供給されましたが、中で
合わせれない場面もありました。
ゴールシーンは個人技によるところが大きかった
ものの、ゴール前でのこぼれを積極的に拾えてい
たし、取られても直ぐに守備に意識を切り替えら
れていました。
また、両センターバックがサイドのスペースを消
し、双方のカバーもできていたことが失点の少な
さに繋がりました。チーム一丸となってゴールを
目指す姿勢はとても良かったと思います。　

ちはら台FC TRM

今日は優勝も見えていた大会だったと思い
ます。
ほんの少しの差で逃してしまったように思
います。試合の度にチームが強くなってい
るなと感じますが、他のチームと比べると
仲間との声かけ、自チームの試合がない時
の行動の差がとてもあると思います。
練習をする、他チームの試合を見る等、試
合中以外の行動も一人一人が意識してほし
いと思います。
次の試合を勝つために出来ることがもっと
あると思います。
今日の悔しさをバネに次の大会では優勝し
ましょう!!

前を向いて、得点するという気持ちがよく出てい
たと思います。
外側の足でトラップすること、両サイドのバラン
スをとることを意識して、アローズカップと市大
会に向けて頑張っていって欲しいと思います。

暑い中、コーチ、保護者の皆さまお疲れ様でし
た。また来週のアローズカップもよろしくお願い
致します

FC浦安・若松エルフ  TRM FC浦安

若松エルフSC

若松エルフSC

FC浦安

9人全員で頑張りましたが惜しくも二敗。もう少
し声を出し合って前に押していけたらと思いまし
た。2試合目は後半気持ちを持ち直し、善戦して
いました。今回の経験をもとに次の試合まで練習
を積めたらと思います。
帯同いただいたコーチ、ありがとうございまし
た。

市大会予選（TUONOチーム）

CFC　TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

初めのうちは1人1人の動きが小さくてス
ペースを上手く使えずなかなか点を取るこ
とができませんでしたが、徐々に動けるよ
うになり大きく展開して得点に繋がるプ
レーができるようになりました。
ただ、コーチからのご指摘もありましたが
味方へのパスが弱いためピンチを招くシー
ンが多々あったので、練習時から強く早い
パスが出せるよう意識していければもっと
良くなるように思います。

コーチ、保護者のみなさま、本日はお疲れ
さまでした。



学年

第1試合 〇5-0　HANAZONO　WHITE

2022/5/3（祝）

第1試合 ○ 2-0

2022/5/5（祝） 第2試合 ●0-3

第3試合 ○4-0

第4試合 △1-1

第5試合 △1-1

第6試合 △0-0

第7試合 ○1-0

第8試合 ●0-1

2022/5/14（土） 第1試合　VS　GINGA　●3-3（PK2-3）

市大会決勝（VENTOチーム）

第1試合 ○ 2-0

2022/5/29（土） 第2試合 ○ 2-0

第3試合 ○ 3-0

第4試合 ○ 3-0

第5試合 ● 0-2

第6試合 △2-2

4年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

磯辺FC

FC浦安
前を向いて、得点するという気持ちがよく出てい
たと思います。
外側の足でトラップすること、両サイドのバラン
スをとることを意識して、アローズカップと市大
会に向けて頑張っていって欲しいと思います。

暑い中、コーチ、保護者の皆さまお疲れ様でした
また来週のアローズカップもよろしくお願い致し
ます

若松エルフSC

FC浦安・若松エルフ  TRM FC浦安

若松エルフSC

FC浦安

若松エルフSC

鷺沼FC

いい流れの時間帯もありましたが、もっと
繋ぐ意識をもてば楽に試合を運べると思い
ました。
負けている時、疲れている時こそ顔を上げ
て声を出せるともっといいですね。
暑い中でしたが最後まで頑張りました。お
疲れ様でした！

磯辺FC

磯辺FC・鷺沼FC  TRM 鷺沼FC

皆　一丸となり、善戦していました。
泥臭いサッカーでしたが、皆頑張ってまし
た!

この敗戦を無駄しないで今後の課題何が
個々で何が足りないか、考えて成長してく
れたらと思いました。
負けましたが、感動しました！！

決勝トーナメント進出おめでとうございます!!

今後更に良い結果を求めるなら、今の実力を全て
出す事がとても大事だと思います。正直、練習で
見るパス回しの方が上手だと感じます。コーチ達
は、皆がまだ出来ていないと感じている技術を練
習の中で上達するようにメニューを考えてくれて
います。練習で覚えたプレーを試合で使ってこ
そ、本当に会得した技術となるのです。
勝ちゲームの中でも課題を見つけ修正し出来るよ
うになってこそ、さらなる高みにたどり着けると
信じています。
まだまだ覚える事は沢山あって大変だろうけど
サッカーが大好きな皆なら必ず強豪にも引けを取
らない素晴らしいチームになれると確信してま
す。これからも考えて考えて考えて、走って走っ
て走り続けましょう！

市大会予選（VENTOチーム）

磯辺FC

鷺沼FC

磯辺FC

鷺沼FC

1/10 3年アローズカップ

お知らせ

梅雨時の晴れ間や、風の無い時にも、注意が必要！子どもたちを熱中症から守りましょう。

応援する大人も水分補給を忘れずにしましょう！

・バランスのいい食事と十分な睡眠で、体調を整えましょう！

・水筒の水はたっぷり多めに用意しましょう！

・スポーツドリンク、タブレット、塩飴など、塩分補給も忘れずに！

・帽子を被るようにしましょう！

・汗ふき用のタオルを持っていきましょう！

・具合が悪くなった時などに冷やすための保冷剤などを用意しましょう！

・各ご家庭で準備出来るものとして、500ｍｌペットボトル氷を持参しても良いでしょう。


