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学年

第1試合

第2試合 ○1-0

2022/7/4（日） 第3試合 ○1-0

第4試合 △0-0

第5試合 ●0-1

第6試合 ○3-0

第7試合 △2-2

第1試合 vs ちはら台SC △1-1

2022/7/9（土） 第2試合 vs FCIsumi Futuro △0-0

第3試合 vs HAMANO JFC △1-1

第4試合 vs FCおゆみ野 ○2-0

6年

試合結果報告（7月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

△1-1 少ない人数と厳しい暑さと湿気の中、最後ま
で頑張りました。
かなりスピードが早いチーム、且つパワープ
レーも見受けられ、裏を取られることもあり
ましたが、個々のプレーが光る場面が沢山あ
りました。
後半は暑さもあるからか疲れが見える場面も
ありましたので、この夏を乗り切るため体調
管理も気をつけて行きましょう!!

選手、審判、保護者の皆様、今日も暑い中お
疲れ様でした！

大久保FC TRM

結果…8チーム中5位でした。
新たなポジションに挑戦し気づく所が多々ありま
したが、
焦りからプレーが雑になり得点に繋げられなかっ
たように見えました。
決定力不足の課題を克服していきましょう。コー
チ、帯同して下さった保護者のみなさん、暑い中
本当にありがとうございました！

VONDS市原ジュニア
サッカーフェスタU12

まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では「立秋」です。

酷暑で体調を崩しやすい時期ですがランスの良い食事と早寝早起きで夏バテを

乗り切りましょう！

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！ → 



学年

第1試合 ●0-1

第2試合 △0-0

2022/7/10（日） 第3試合 △0-0

第4試合 ○2-1

第5試合 ●0-3

第6試合 △0-0

第7試合 △0-0

第8試合 ○ 2-0

第9試合 △0-0

7/16（土）　一日目

2022/7/16～18（土日月） 第1試合 vs FCクラッキ ○2-0

第2試合 vs C.F.PASION ●1-2

7/17（日）　二日目

第1試合 vs 木更津FC ○13-0

○3-0

順位決定戦　vs三郷jr U-12 ○2-0

7/18（祝）　三日目

順位決定戦 vs 印西FC ○5-3

順位決定戦 vs FCクラッキ ●0-1

第1試合 vs IMDSC（どろんこ）○4-0

第2試合 ○4-0

2022/7/23（土） 第3試合 vs 千葉SC ●1-2

対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

フレンドリーマッチ
 vs 君津USC

vs 共和SC

まずは天候が急変する中での３日間、携
わった皆様ありがとうございました

 コロナ禍で昨年の茨城イベント一昨年
の神奈川イベントは全員参加の有志活動
でしたが今年は２年ぶりにアローズ活動
としての合宿でした。

負けはしましたがいつもいる頼る選手が
いないことで自分自身がやらないといけ
ないと思ったのかライン際ボールを出さ
ないようにスライディングしてボールを
繋ぐ、体を当ててボールを奪い去るシー
ンも多く最後の試合は熱い試合を経験で
きて良かったです。

改善すべき点としては、最近はチーム事
情により短い時間しか出場出来ずその
為、個々のスタミナ不足を感じます。

スタミナがない事で最後の最後でシュー
トミス、ボールを奪った後の1つ目のパ
スをミスるアローズはどのチームよりも
走れるチームだったはずと感じてしまい
ました。
ここはなんとか個々で改善案を考え行動
に移してもらいたい。今日いた選手は、
今日の気持ちを常に持ち続けて欲しい。

TOBIGERI　SUMMER

FESTIVAL

朝早い集合でしたが、立ち上がりは良く、2試合
とも失点なく、落ち着いてプレーすることができ
ました。

パスのつながりが良く、ゴールへのアシストも素
晴らしかったのでこのプレーがいつでもできるよ
うにしてもらいたいです。

3試合目は続けての試合と暑さによる疲労が目に
見えており、ボールを収めきれず、雑なプレーが
多かったと思います。後半は失点による焦りから
か、冷静さに欠けていました。

焦りが見える選手がいるときは、お互いに声を出
し合いながら落ち着いてプレーできるようにしま
しょう。

明日は2位グループ1位で終わりましょう‼︎

千葉美浜カップ予選

6年

昨日の疲れが残っているのか動きが悪く、第
1試合から元気がなかったです。相手の固い
守備に対応出来ずなかなかシュートまで持っ
ていくことが出来ませんでした。パスもなか
なか思うように通らず今日の試合も全体的に
プレーが雑に見えました。サッカーは点を取
らないと勝てません。もっとボールを前に運
べるように声を掛け合い、仲間の動きを見て
連動したプレーが出来るように頑張って行き
ましょう。
来週から合宿です。課題を克服するのにいい
機会です。次のリーグ戦も勝ち上がって行け
るようにこの合宿で修正して行きましょう。
頑張れアローズ‼︎

FCコパソル TRM

試合日 / 大会名



学年

第1試合 ○1-0

2022/7/24（日） 第2試合 △1-1

二位ブロック優勝決定戦

○2-1

第1試合 △0-0

2022/7/31（日） 第2試合 ○ 2-0

第3試合 ○ 2-1

第4試合 △0-0

第5試合 ●0-2

第6試合 ○1-0

第7試合 ○1-0

第8試合 ○3-0

第1試合 vs 作草部FC

2022/7/3（日） 第2試合 vs 大木戸SC ○2-1

2022/7/16（土） 第1試合 vs 茂原ウエスト ○3-0

第2試合 vs 小仲台FC △0-0

第3試合 vs アブレイズ ○5-0

第4試合 vs 茂原ウエスト ○2-0

第5試合 vs 小仲台FC ○2-0

第6試合 vs アブレイズ ○3-0

第7試合 vs 茂原ウエスト ○4-1

第8試合 vs 小仲台FC ●0-1

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

6年

5年

vs HAMANO JSC

vs 美浜区
トレセンU-11

vs　FC市川GUNNERS

二位ブロック優勝！

２日連続猛暑の中での試合、最初こそ動きが固く
見えましたが、徐々にアローズらしさが出てきて
いました。

辛い時、思うようにプレー出来ない時、選手同士
も保護者もマイナスな言葉ではなくプラスの言葉
をかけ合えれば、３試合目のような結果が出ると
思います。ナイスゲームでした。

ファーストタッチが足元で収まればもっとゴール
が奪えたと思います。

千葉美浜カップ

今日は暑い中、長時間のTRMとなりました。
ボール保持、シュート本数はアローズ優勢でした
が、決定力に欠ける試合ばかりになっててしまい
ました。シュート成功率を上げていきましょう。

暑さもあり試合を重ねるにつれ、疲労が顕著に出
ているので体力をつけたり、冷却アイテムをきち
んと用意することも大事だと実感しました。

来週のラルク戦も暑いと思われるので対策してい
きたいと思いました。

まもなく19人全員で活動できるようになりま
す。U-12も近いので頑張っていきましょう！

エクサス松戸SC TRM

市大会予選二日目

4チーム合同TRM

1度も負けずに戦い抜きました！とお知らせした
かったのですが、最後は残念ながら負けてしまい
ました…
しかし雨の中にも関わらず、最後まで皆んな頑張
り『6勝1敗1分』
予選リーグ後の初TRMでしたが、初戦からしっか
り戦えていたと思います。
決勝リーグに向けて、これからも1戦1戦しっか
り戦って行きましょう！

選手、コーチ、保護者の皆様、本日は雨の中お疲
れ様でした。

アブレイズ主催

○3-0 予選リーグ2日目も2連勝‼︎
予選1位で決勝トーナメントへ進出しました
‼︎
1試合目から集中して、声を掛け合い、総力
戦で戦い抜きました‼︎
選手、コーチ、保護者の皆様、本日は暑い中
お疲れ様でした。



学年

第1試合  vs 鷺沼FC ○2-1

2022/7/23～24（土日） 第2試合  vs レッドクローバー ●0-9

SUPER　COPA　2022 第3試合  vs 府中新町SC ●0-7

第4試合  vs ウィスポ柏99FC ●0-3

第1試合  vs FCリベレオ ●0-3

第2試合  vs 市川真間DSC ○2-1

第3試合  vs アストロン

【Ventoチーム】

第1試合  vs 千葉SC ○7-0

美浜区大会予選 第2試合  vs 幕西 ○12-0

※２チームだし

【Tuonoチーム】

第1試合  vs 磯辺FC ○3-1

第2試合  vs バディー ●0-25

【Ventoチーム】

2022/7/9（日） 決勝リーグ

美浜区大会決勝リーグ 第1試合　vs GINGA ●0-2

第2試合　vs 磯辺FC ○5-0

決勝戦　vs バディーSC千葉 ●0-5

準優勝！

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

5年

4年

7月23日

7月24日

●0-0
（PK2-3）

2022/7/2（土）

まずは区大会準優勝おめでとうございます！
リーグ初戦のGINGA戦は多少固さがあったの
か、後半に２失点と敗戦スタートとなりました。
一方の２試合目の磯辺FC戦では高めに保ったライ
ンからの積極的な攻撃が功を奏して5-0で勝利す
ることができました。３チームが1勝１敗で並び
ましたが得失点差で決勝へ！

決勝戦は各メンバーの疲れが見られるものの最後
まで必死に戦いました。結果は悔しい敗戦になり
ましたがメンバーにとっては非常に良い経験に
なったと思います。
この経験から学ぶものはたくさんあると思いま
す。これからの活動に活かして来年こそは頂点に
立ちましょう！

7/23
完敗でしたが、要所要所で良いプレー見えてきま
した。
サイドにパスが出た後の中盤のサポートスピード
が遅くつなげないので、パスが入った瞬間にはも
らえる位置に動いておくことを意識したいです。

DFは、サイドが前に出過ぎてカウンターに対応で
きていないので、出る時と、下がる時の判断を
しっかりできるようにしたいです。
最後の試合は声もよく出し、交代なしの8人で最
後まで頑張りました!

7/24
球際の強さ、ボールへの執着心、マイボールに絶
対にするんだという気持ち。そこの差が圧倒的に
足りない、相手との差かなと思いました。セカン
ドボール拾えない、マイボールにできない、雑に
蹴ってしまう。その辺の強化がまずは大切です。

試合への入り方、気持ちの持って行き方が悪すぎ
るので、今後トーナメントなどは負けたら終わり
なので、メンタル強化、準備の大切さを学ぶ必要
がありそうです。

スーペルコパは、「修行」の場なので、勝ち負け
より、県大会レベルの強い相手から何を学んで、
その中で、自分たちのできることをどれだけやれ
るかと、どれだけ盗めるか、その後、どうそれを
活かすかでまた成長するんだなーと思いました。

きっと、自分達との差を個人でも、チームでも感
じたと思うので（球際、ボールへの執着心、切替
スピード、試合への入り方、集中力の全て）、ま
た夏休み自主練やそれぞれスクール、練習でどん
どんチャレンジして夏休み明けのアローズカッ
プ、そして決勝トーナメントに繋がる成長ができ
るといいですね。

【Ventoチーム】
暑い中みんなで集中力を切らすことなく一生懸命
走っていました。少ない人数で慣れないポジショ
ンでのサッカーでしたので声を掛け合ってお互い
がコーチングできるともっと良くなると思いま
す。

【Tuonoチーム】
1試合目は立ち上がりから徐々に調子があがり、
見事な勝利となりました。

2試合目は集中力が切れたのか残念な結果となり
ましたが、両試合で得られた良いところよくな
かったところを今後に生かして行きましょう。



学年

第1試合 vs 千葉北FC ○14-0

2022/7/23（土） 第2試合 vs　FCカンテラ ○18－１

第3試合 vs　千葉北FC ○14-0

第4試合 vs　FCカンテラ ○10-0

2022/7/17（日） 第1試合 vs 鷺沼 ●0-1

第2試合 vs 幕西 ●1-2

第3試合 vs 鷺沼 ●0-4

第4試合 vs 幕西 ●0-1

第5試合 vs 鷺沼 ●0-2

第6試合 vs 幕西 ○1-0

【Aチーム】

2022/7/9（土） 第1試合 vs FCWings ●0-1

オカムラホーム杯 第2試合 vs 向山A △0-0

（2チーム出し） 第3試合 vs 大久保SC 〇2-1

第4試合 vs FC幕西 △2-2

第5試合 vs 大森SC ●0-5

【Bチーム】

第1試合 vs AmiesFC ○3-2

第2試合 vs 松戸カンガルーFCA ○1-0

第3試合 vs 東習志野FC ●0-3

第4試合 vs 志津FC ○3-0

第5試合 vs Wings ●0-4

第1試合 ●0-1

2022/7/17（日） 第2試合 ○1-0

第3試合 ○3-1

第4試合 ●1-3

第5試合 ●1-4

第6試合 △3-3

第7試合 〇1-0

　Wings　TRM

1年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

4年

鷺沼・幕西　TRM
どの試合もボールの保持率が低く、全体的に
ゴールへの積極性に欠けていたと思います。
あと1人フォローがいれば…と思うシーンが
たくさんありました。

まずはボールを取らないと得点につながりま
せん、一人一人がボールに対して積極的にな
ることがまず一歩だと感じました。
オフサイドを意識することを学んだり、悪天
候の中のプレーを経験することができ、とて
も勉強になったTRMだったと思います。

3年

初戦からなかなかゴールにボールが向か
わず苦戦し、思うように試合が運べない
事が多かったように思います。
ですが、そんな中でもなんとかゴールへ
向かおうとする姿勢、自分達のゴールを
守ろうとする姿勢が見えるところも沢山
ありました。

ゴール前の惜しいシュートが何本もあ
り、勝てたと思う試合もありました！
最後のトーナメントは、時間が空いた事
もあり、動きがかたかったり、気持ち的
にも負けてしまったりと悔しさが残りま
したが、この経験、気持ちを忘れずに、
これからも練習頑張ってほしいです！！

いつもボールに全員が集中してしまう事が多いで
すが、昨日はコーチの指示の元、ボールに向かっ
てだんごになってしまっている事に対し意識をし
て、距離をとり、相手にとられてからの速攻を抑
える事が出来たり、逆に自分達のボールになった
際に、いつも前に味方がおらず、一人で向かって
行ってたのが、味方が走ってくれて、そこへのい
いパスが出たりと、コーチの指示を聞いて、それ
を理解しようと動いている姿がたくさん見られ、
とてもいい試合だったのではないかなと思いまし
た。

今日は体験のはるきくんを含め出席者8名、全員
がフル出場という厳しいTRMでしたが、皆がいろ
いろなポジションに挑戦し、良い経験になったの
ではと思います。また、急遽不参加になったチー
ムがあり予定より早く終了となりましたが、とて
も暑かったので各自ゆっくり休んでください。

千葉北FC交流会



学年

第1試合 〇1-0

2022/7/24（日） 第2試合 〇1-0

第3試合 〇3-1

第4試合 △1-1

第5試合 〇1-0

第6試合 ●0-1

第7試合 ○2-1

第8試合 ○1-0

第9試合 △0-0

第10試合 ○1-0

第11試合 △0-0

第12試合 ○2-0

第13試合 ○1-0

　FC幕西　TRM

コーチの指示の元、トップ・中央・右
左・後と、ポジションを意識して試合を
しました。各自ポジション間のバランス
を意識することで、まだまだ全員がボー
ルに集まることもありましたが、良いポ
ジショニングができたことで良いパスに
繋がるなどの連携も見受けられました。

その結果、スコアレスは13試合中わず
か3試合のみと、得点できる試合運びが
できたと思います。

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

1年


