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学年

準決勝

2022/12/3（土） vs　美浜コパソルL ○ 3-1

決勝戦

vs　GINGAFC　アズール ●0-3

第一試合

2022/12/17（土） vs　Peace United FC 02-0

第二試合

vs 小中台FC ○1-0

第三試合

vs　FCおゆみ野 ○ 3-0

予選１位通過！

第四試合

vs Forte K-2

第五試合

vs 千葉美浜FCコパソル ●2-3

結果　4位/全8チーム

△2-2
●PK0-2

試合結果報告（12月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

今日は雑なパスが目立った一日でした。
適当に蹴るのではなく、しっかり考え
て、丁寧なパスを心掛けて！

また、サイドライン、オフサイドなど、
審判がジャッジしていないのに勝手にプ
レーをやめてしまうことが何回かありま
した。失点にも繋がるので、自分で勝手
に判断しないで、笛が鳴るまでしっかり
プレーを続けましょう！

一試合だけ、相手を格下と判断してしま
うのか、ふざけてプレーしているように
見えました。楽しくプレーすることは良
いことですが、相手に対してもリスペク
トしましょう！

良かった点は、少ないチャンスを活かせ
たかなと思いました。決められる時にキ
メる！最近出来ていなかったことなの
で、引き続きやっていきましょう！本日
も寒い中、コーチ、審判、保護者の皆さ
ま、お疲れ様でした。

アローズ主催

クリスマスカップ

（ホワイトチーム）

6年

【準決勝】
先取点を取り、気持ちを強く持って試合
展開ができていた。個々で声も出て調子
の良さを感じました！
最終ラインで左右にボールを回してコパ
ソルの詰め所をずらすことができていて
相手中盤を攻撃より守備の時間に費やさ
せたことが勝ちに繋がったと思います。

【決勝】
準決勝と違い最終ラインで左右にボール
を回すことができていなかった。
中盤のもらい手とのコースを潰されてい
たのか…うちが動いてなかったのか…
焦った前に前にのパスが多く相手中盤の
狙い所が決まってしまいボールを奪取さ
れ、その後のセカンドボールも取ること
ができなかった。
U 12と違い固定の選手にボールを集め
るのではなくて散らされていた。

この先、市大会があります。もうひとつ
レベルアップしてアローズ旋風をもうひ
とつ起こしましょう。

第29回千葉市美浜区

サッカー大会決勝

準優勝！！

新年あけましておめでとうございます。冬も本番！寒さも厳しくなりました。

コロナの終息も見えない中ですが、体調管理に気を付けながら

新年のスタートを切っていきましょう！！



学年

2022/12/17（土） 第一試合

vs　DIOS ●0-2

第二試合

vs 千葉美浜FCコパソル ●0-3

第三試合

vs　Forte K-2 △0-0

下位グループトーナメント

vs おゆみ野 ○1-0

5位決定戦

vs DIOS ●0-1

第一試合 ○ 1-0

2022/12/4（日） 第二試合 ●0-2

第三試合 ○1-0

第四試合 ●0-1

第五試合 ● 1-20-1

第六試合 ●0-2

第七試合 △0-0

第八試合 ●0-1

第一試合 ●0-2

2022/12/11（日） 第二試合 ●2-3

第三試合 ●1-2

第四試合 ●0-1

第五試合 ●0-3

第六試合 ●1-2

第七試合 △0-0

第八試合 ●0-1

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

6年

予選リーグは声も出てなかったし、パス
が連携していることがほとんどなかった
です。噛み合ってないというか…。
ディフェンスは頑張れていたと思います
が、攻め込まれたのを必死に耐える守り
になっていたように感じました。

トーナメント戦ではやっとチーム内の声
かけや、一体感が出たプレーも見られ、
惜しい攻めやシュートもありましたが、
高めの位置でボールを奪われ必死に戻っ
て耐える…と言う感じで最後の試合は
バック陣が疲れ切ってました。

そして、1日を通してやはりゴールが遠
かった…。シュート打たなきゃゴールに
ならない。自分たちの攻めの形ができな
くとも、パスやドリブルのミスをなく
し、シュートで終われる回数を増やして
いきたいと思いました。よく走り、よく
守って頑張りました。

お疲れ様でした。寒い中、審判、運営と
皆様ありがとうございました。

アローズ主催

クリスマスカップ

（ネイビーチーム）

今日は四年生と合同で2チーム出しで挑
みました。勝ちは少ないですが、良い試
合ができたと思います。

今日の試合の反省点を次に活かせるよう
に頑張ってほしいです。
コーチ、保護者の皆様、本日はお疲れ様
でした。

MSS香澄　TRM

勝利には繋がらず、良い場面も今回は少な
かった様に思いますが、反省をいかし、次回
に繋げていければと思います！

来週は強豪との戦いとなります。皆んなの気
持ちをひとつに勝利を目指しましょう！

 

本日は寒い中、コーチ、保護者の皆様お疲れ
様でした！

コパソル　TRM

5年



学年

【一日目】

第一試合

vs WINGS ● 0-9

第二試合

vs 船橋トレセン ●0-5

第三試合

vs リフレ ● 0-6

vs 大久保 ● 1-3

【二日目】

第一試合

vs ラルクヴェール ● 0-2

第二試合 vs 磯辺

vs ヴィスポ柏 ○2-0

第三試合

vs HANAZONO ○12-0

第1試合 vs 稲毛FC ○2-1

2022/12/3（土） 第2試合 vs 葛城FC △ 0-0

第3試合 vs 磯辺FC ○ 1-0

第4試合 vs パサニオール誉田FC ○ 2-0

第5試合 vs 稲毛FC ○1-0

第6試合　 vs 葛城FC ○ 1-0

第7試合　 vs 磯辺FC △ 0-0

第8試合　 vs パサニオール誉田FC ○2-0

優勝！！

【一日目】予選リーグ

第一試合

vs アストロン △2-2

第二試合

vs HANAZONO U-10 ○5-0

第三試合

vs ラルクヴェール千葉 ● 1-4

【二日目】決勝トーナメント

第一試合

vs ラルクヴェール千葉 ● 0-6

第二試合 vs 磯辺

vs FCガナドール吉川 ●0-2

第三試合

vs FCエスペランサ △0-0

PK1-0

7位/12チーム中

4年

パスがなかなか繋がらない試合が多い印象で
したが随所に好プレーもあり、キーパーの好
セーブもあり、優勝することが出来ました！
チームの団結力が強くなってきているように
感じました。

ミニアロ杯U-10

一日目、第一試合は3バック。
第二試合は4バック。

第三試合は1点目指して2バック。守ってワ
ンチャンスのカウンター勝負の試合になりま
した。

船橋トレセンは船橋市の選抜チームで、かな
りの強豪でした。さまざまなフォーメーショ
ンで8人ピッタリでしたが、よく頑張りまし
た。体力、気力、技術全てが経験値がアップ
出来たと思います。

2022/12/17～18（土日）

SUPER COPA　U-11

WINTER

初日は天候も悪く、ずぶぬれになりながら
も、みな全力で頑張りました。

格上のチームがひしめき合う中での2日間、
強豪にもまれて皆いい経験になったのではな
いかと思います。最後の一戦はPKを勝利で
締めることができました。

また、コロナでの延期等も乗り越え、この学
年での初めての合宿参加。

身の回りのことを自分でしたり、メンバーと
普段より長い時間を過ごして新しい発見が
あったりと子供たちの成長のきっかけになっ
たのではないかと思います。2日間お疲れさ
までした！

2022/12/17～18（土日）

SUPER COPA　U-10

WINTER

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

5年



学年

 vs 勝田台FC

2022/12/3（土）  vs FC幕西 ●2-3

 vs 勝田台FC ●0-1

 vs FC幕西 △ 0-0

 vs 勝田台FC ○ 2-0

 vs FC幕西 ○1-0

 vs 磯辺FC

2022/12/4（日）  vs 若松エルフ △ 0-0

 vs 磯辺FC ●0-3

 vs 若松エルフ ●0-2

 vs 磯辺FC ●0-1

 vs 若松エルフ ●0-1

第1試合　 vs 磯辺FC　G ● 0-9

2022/12/10（土） 第2試合　 vs コパソルL ● 0-5

第3試合　 vs CFC イエロー △0+-0

● 0-1
前半の試合はみんな周りがみえてなく動きが
悪かったです。後半はだんだんポジションを
意識したりコーチの言ってることができ始め
ていました。後半の雰囲気ではじめからでき
るといいですね！

ポジションを意識しながら周りの状況を見て
仲間をフォローする。シュートを打たせない
ように前を向かせないディフェンス。
パスをもらうときは待たないでボールを迎え
にいく。ボールをもらえるポジションに行く
ことをがんばりましょう。

あとは試合中はもちろん返事とあいさつから
もっと声を出しましょう！

コーチ、審判、保護者のみなさま朝早くから
ありがとうございました

FC幕西・勝田台FC

合同TRM

3年

区大会予選

● 0-2
今回得点に結びつかなかったのは、トラップ
をせずに直接蹴ろうとするから。まずは止め
て蹴ることを意識しましょう。止めてかわし
て打てば入る可能性が高まります。

また、シュートじゃなくても入ればゴールな
ので、ゴールにコースを狙ってパスをする感
じに意識しましょう。

もう少し余裕を持ち予測しましょう。相手が
次はどこにパスをしようとしているかを予測
し蹴る瞬間に走る、パスコースを読んで先に
考えてボールカットをするという事を意識し
てみましょう。

また、ボールをとるときは相手とボールの間
に身体をいれるようにしましょう。

今回のTRMを通し、「あの時あのようにし
ておけば良かった！」「どういう風にしたら
改善できたか」を、来週の区大会までに各自
考えておきましょう。

その他コーチからの沢山お話はありました
が、一人ひとりがコーチからの言葉をしっか
りと受け止め、自分で考え来週の区大会で活
かせるようにしていけたらと思います。コー
チ、審判の方、保護者の皆様ありがとうござ
いました。

若松エルフ・磯辺FC

合同TRM

積極的に追いかける姿勢は見られたがそれに
続くプレイがなかなか出ない。誰かが攻めに
行ったら次をつなぐために周りも上がれるよ
うになれば得点につながるのでは。

サッカーの知識を身に着け攻め方守り方を学
んでいくのが次の課題。

コーチ、審判の方、保護者の皆様寒い中お疲
れ様でした

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考



学年 試合日 / 大会名

 vs香澄MSS

2022/12/18（日）  vs 千葉SC △ 0-0

 vs 千葉SC ●0-1

 vs香澄MSS ●0-1

 vs 千葉SC △0-0

第1試合 △0-0

第2試合 △ 1-1

第3試合 ●1-2

※以降3試合混合チームでの交流戦

3年

2年

○2-1 今日は4年生が入ってくれた試合でいつもよ
り声がある試合でした。

フィールド内で声を掛け合うこと、首を振り
味方の空いてる選手を見つけ、声で連携する
ことを教えて貰えたと思うので、3年ももっ
と積極的に声を出して言って欲しいと思いま
す。
また区大会で失点に繋がったプレーで相手を
逆サイドフリーにさせてしまった時の対処方
法を学びましたが、身につけるにはまだまだ
練習が必要だと思います。ボールに集中せず
相手プレイヤーの位置を確認できるように頑
張りましょう。

美浜区は強豪ばかりなので区大会は大敗して
しまいましたが、今日のように相手に飲み込
まれなければ、立ち向かっていけるチームに
成長していると思いました。

ボールばかり追っているおダンゴサッカーを
卒業し、逆サイドやスペースを見る過渡期の
学年になっていると思うのですが、みんなボ
ールに対して来るまで待つようなプレーが多
いので、まずボールに関わる、1歩早く判断
できるよう意識を持って頑張ってもらいたい
です。

コーチ、保護者の皆様、本日も寒い中準備等

お疲れ様でした🙇♀️

香澄MSS　千葉SC

合同TRM

対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

試合開始時は、狭いスペースでのプレーが続
いて、なかなかゴールが遠い展開でしたが、
2試合目以降少しずつパスを繋いだりドリブ
ルで持ち込んだりと、シュートを打つチャン
スが増えました。

前への縦パスが出てもうまく繋がらない場面
や、ドリブルで前へ持ち込んでも他に味方が
いないとき、走り込んでくる味方がいたら更
にチャンスが増え得点につながるのではない
かと思います。

なかなか気温が上がらず寒い中、6試合広い
コートをよく走り頑張りました。交流戦とい
う、違うチームの子と仲間としてプレーをし
ながら交流を図れる貴重な経験ができ、いい
刺激になったのではないかと思います。

次の大会は、勝てるように今日の練習も大事
にまた頑張って欲しいと思います！！

コーチの皆様、保護者の皆様おつかれさまで
した！！

2022/12/3（土）

向山イレブン　TRM



学年

第1試合 vs 美浜コパソルU8 ●0--3

2022/12/11（日） 第2試合 vs アブレイズ千葉 ●1-7

美浜W杯　U-8大会 第3試合 vs YFCジャイール ●0-8

第4試合 vs A.S Friends ●0-9

第5試合 vs 美浜コパソル2014 ●0-10

第6試合 vs 美浜コパソルU8 ●0-4

【アローズA】

第一試合

vs ポカルスFC ●0-3

第二試合

vs 印西FCブルー ●1-2

【アローズB】

第一試合

vs 向山A △0-0

第二試合

vs 勝田台FC ●0-1

第三試合

vs 印西FCレッド △1-1

【フレンドリートーナメント】

アロースA

1回戦　谷津SCオーシャン ○4-0

2回戦　FC幕西 ●0-2

アローズB

1回戦　大森SC ●0-2

6人制の大会に5人で出場したうえ、1〜4試
合目まで連続で休憩がなかったため体力的に
キツかったと思いますが、みんな最後まで頑
張ってプレーしていました。

先週の練習試合や先月のコアラ杯に比べる
と、集中力が持続するようになり、ガッツあ
るプレーもたくさん見られました。

やはりボールに人が集中してしまってコート
を広く使えないのと、相手ボールをカットし
てもその後の攻撃に繋げられない場面が多
かったので、ドリブルで自分で進む技術を各
自で身につけたいというのが今後の課題だと
思います。

人数が1人少ない分、守る場面が多かったで
すが、全員交代でやったキーパーもディフェ
ンダーも好セーブがたくさんありました。
コーチ、保護者の皆様、お疲れ様でした。

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

2年

1年

久しぶりのミニサッカーでしたが、広いコー
トでの試合で学んだワイドに使うパスを意識
できていたと思います。ドリブルでボールを
運び、パスでマークをずらす、強いシュート
も打てるよう継続して練習していきましょ
う。

みんなよく走りました。もっと点が取れるよ
う、ドリブル、パス、シュートの基礎をレベ
ルアップしましょう。

 結果は悔しいところもありましたが、みん
な最後までよく走って頑張っていたと思いま
す。

コーチの皆様、本日もありがとうございまし
た。
選手、保護者の皆様、お疲れ様でした。

2022/12/10（日）

オカムラホーム杯



学年

第1試合 ●0-1

第2試合 △0-0

第3試合 ○ 3-0

第4試合 ● 0-1

第5試合 △0-0

第6試合 ○1-0

第7試合 △1-1

第1試合 vs HAMANO ●0-5

第2試合 vs 小中台FC △0-0

第3試合 vs GINGA FC ●0-4

第4試合 vs アブレイズ千葉

総合5位

フレンドリーマッチ

vs Zebra ●0-10

△1-1
PK2-0

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

1年

1、2試合目まではなかなか調子が出ません
でしたが、3試合目で得点できてから、気持
ちも乗ってきていました。

寒い中みんなよく走って、カットする場面も
多かったです。

シュートで惜しい場面が多かったので、ゴー
ル前でもかたまらずにうまくパスをまわして
得点につながれば良いなと思いました。コー
チ、保護者の皆様、寒い中お疲れ様でし
た！！

2022/12/17（土）

千葉SC　TRM

今日は、ナイスセーブに助けられたところか
らのスタートでした。

頑張って守り、なんとかボールを奪うもの
の、点数へつなげられない。。悔しい展開が
続きながらも、ギリギリの人数で、なかなか
の強豪相手に、気持ちで負けてしまう場面も
多々ありましたが、元気あるいきいきとした
試合姿もみれ、いい流れでシュートをうつも
おしい場面もたくさんありました。

PK戦というなかなかない経験にも臆するこ
となくゴールを決めて、ほんとに大興奮しま
した。

すごくいい体験になったのではないかと思い
ます。

加藤コーチからも話がありましたが、強い
チームに出来てアローズに出来てないとこ
ろ、みんながそれぞれきちんと意識してまた
練習頑張ってほしいです！！

今日も肌寒い中、加藤コーチ、保護者の皆様
おつかれさまでした！！

2022/12/18（日）

Mihama Cup U-7

TOPICS

12/3（土） 第29回千葉市美浜区サッカー大会

6年生 ☆準優勝 ☆ おめでとうございます！！


