
令和4年11月号
HP:  http://www.fc-arrows.com/

学年

第1試合

第2試合　 ○1-0

2022/10/1（土） 第3試合　 ○3-0

第4試合　 ○5-0

第5試合　 ●0-1

第6試合　 ○4-0

第7試合　 ○3-0

第8試合　 ○3-0

2022/10/2（日） vs 千葉SC ○3-0

第1試合

2022/10/2（日） 第2試合 △1-1

○2-0
一試合目から時間が空きすぎたのと、暑い
中一生懸命練習?しすぎたせいなのか、終始
緊張感に欠けた感じでした。何度も得点
チャンスを逃し、もっと点差をつけてもお
かしくない試合でした。もちろん、いい動
きも多く、それを得点にまでつなげられな
かったのが残念です。

最後には相手チームとのMIXでの試合。
皆さん、お疲れ様でした。

成田SSSフェニックス　TRM

6年

○1-0

今日は中盤で負けない事を課題に色々なポ
ジションで挑みました。

出だしの試合では裏を取られ危ない場面も
ありましたが、次第に中盤の動きやパスも
良くなり得点に繋がりました。
足元に丁寧なパスを意識し、明日のU12リ
ベンジしましょう。
暑い中お疲れ様でした。

CFC　TRM

前半、立ち上がりから動きが固く、ボー
ルが落ち着かない様子。パスも通らず
シュートも入らず。連携が取れず、ヒヤ
リとする場面も多かったが0-0。
後半、動きは良くなり、最初からこの動
きができるようになれば、、、と思って
しまいました。
まずは連携の取れた1点先取。攻めも守
りも動きが早くなり、2点目は中盤から
ドリブルで抜け出してのシュート。終了
間際の連携抜群の3点目。
3-0での勝利。無事リベンジ出来まし
た。すばらしい。

2nd第3節

U12サッカーリーグin千葉

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

試合結果報告（10月）

朝晩と日中の寒暖差もあり、乾燥した風も冷たく吹くようになりました。体調管理について

今一度徹底して乗り切って行きましょう！

また、練習や試合後の 汗で体を冷やさないよう気を付けていきましょうね。

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 vs カラクテル

2022/10/9（日） 第2試合 vs 成田SSSフェニックス△1-1

第1試合 vs TOPSIDEアウルFC

2022/10/16（日） 第2試合 vs GINGA FC A ●1-2

TRM vs TOPSIDEアウルFC ●0-1

TRM vs 千葉SC △1-1

TRM vs TOPSIDEアウルFC △1-1

TRM vs 千葉SC ○1-05-1

TRM vs TOPSIDEアウルFC ○2-0

TRM vs TOPSIDEアウルFC ●0-2

第1試合 △0-0

2022/10/29（土） 第2試合 ●0-1

第3試合 ○3-0

第4試合 ●0-4

第5試合 ○2-0

第6試合 △0-0

第7試合 ○4-0

第1試合 △0-0

2022/10/2（日） 第2試合 ○3-0

第3試合 ○2-0

第4試合 ○2-0

第5試合 ●0-4

第6試合 △0-0

5年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

2nd 第4節

房総ローヴァーズ木更津FC

6年

TRM

人数が少ないなか全員が声を出して勝ちにいく姿
勢がみられ、球離れも良く、リズム感のあるサッ
カーが見られたと思います。(要所要所でみんなの
声がそれぞれ聞こえました！)
また、不慣れなポジションも一生懸命プレイして
いる姿が見られました。
判断の遅さやトラップミス等細かな点を修正でき
ればもっと良いサッカーができると思います。
見ていてとても楽しい試合でした♪
コーチ、保護者のみなさま、本日はお疲れさまで
した。

ちはら台　TRM

7試合全てを通して、相手の動きをよく見て
パスだったりシュートができていたので、
得点のシーンは非常にスムーズだったよう
に思います。体格差もありましたが、競っ
たときに力負けしていることが多かったよ
うに思うので、小柄なアローズとしては体
幹を鍛えたり、そういう相手に対しての競
り合い方を工夫していくことが大事かなと
思いました。

まだまだケガ等で万全ではないメンバーも
多いし寒暖差が大きくなってきて風邪もひ
きやすくなってます。来週の県大会、ベス
トを尽くせるように体調整えていきましょ
う！お疲れ様でした！

●1-4

①まず相手は強いという先入観を打ち消す
先取点は良かった。そのあとは相手の動き
出しの速さ、読みの速さが上手で、パスを
出すところ、パスの選択肢が少ない。
全員がボールをもらうことができるくらい
連動した動きが足りない。

動き出すことでスペースが生まれるし、相
手も騙せる。ボール保持者の味方の動きた
いところを味方が潰してる様に見える。
シュートの数も負けてないのでＧＫの手の
高さを意識して取りずらいところに打つ意
識でより得点に繋げてほしい。いつもなが
ら後半の最後の動き、声を最初からやれる
ことに期待。

②先日のTRMで勝っているチーム
スタートから緩くカラクテルのプレスを考
えるとプレッシャーがない中での気の緩み
とスタミナ不足と感じました。
度々訪れたチャンスサイドに開いて貰う場
面
1人抜けは誰もいない場所であるほぼ縦にい
かず、止めて中にパスして奪われる場面が
あり、そこは勝負してほしい

常に挑戦者という気持ちを忘れずに行こ
う！

U12サッカーリーグin千葉

○3-1

珍しく第1試合から立ち上げりが良く
TOPSIDEアウルFCには早めに先制点を決
め後半1点を取られたが見事に勝利した。
次のGINGA戦の弾みになるかと思ったが緊
張したのか先制点を取られ2-1と負けってし
まった。
次の美浜区大会と県大会では勝てない相手
ではないので緊張せずに自分のポジション
の確認と適格なパスとトラップをして走り
負けしないように頑張ってほしい。

U12サッカーリーグin千葉

2nd第5節



学年

第1試合　 vs　大久保 ●0-2

2022/10/9（日） 第2試合　 vs　幕西 ●0-1

第3試合　 vs　大久保 ●1-3

第4試合　 vs　幕西 ●0-4

第5試合　 vs　大久保 ●0-2

第1試合　 ●0-3

2022/10/16（日） 第2試合　 ●1-2

第3試合　 △1-1

第4試合　 △1-1

第5試合　 ●0-1

第1試合　 △1-1

2022/10/23（日） 第2試合　 △1-1

第3試合　 △1-1

第4試合　 ○4-0

第5試合　 ●0-1

第6試合　 △1-1

第7試合　 ○1-0

第1試合　 ●0-4

2022/10/30（日） 第2試合　 ●0-3

第3試合　 ○4-1

第4試合　 △1-1

第5試合　 ○2-0

第6試合　 ○2-0

第7試合　 ○1-0

第8試合　 ○2-0

【オレンジチーム】

2022/10/1（土） 予選リーグ

第1試合 vs コラソン千葉SC △1-1

第2試合 vs 小中台FC ○1-0

第3試合 vs FCトリアネーロ町田●1-2

第4試合 vs 平川SC ○1-0

第5試合 vs FC DIOS △0-0

第6試合 vs アローズW ○1-0

第7試合 vs PEACE UNITED ●0-3

決勝トーナメント

vs PEACE UNITED ●0-3

vs FC DIOS ●1-5

【ホワイトチーム】

予選リーグ

第1試合 vs PEACE UNITED ●0-4

第2試合 vs 平川SC △1-1

第3試合 vs FC DIOS ●0-4

第4試合 vs 小中台FC ○1-0

第5試合 vs コラソン千葉SC ●0-1

第6試合 vs アローズW ●0-1

第7試合 vs FCトリアネーロ町田●0-5

決勝トーナメント

vs コラソン千葉SC ●1-3

5年

4年

FCフォルチK2　TRM

得点が中々決まらず、勝ちに繋がりませんでした
が惜しい場面もたくさんあり、これからが楽しみ
です。

コーチ、保護者の皆様、本日はお疲れ様でした。

大久保・幕西　TRM

試合をこなす毎にみんなの動きが良くなっていく
ように感じました。みんな良く頑張って走ってい
たと思います。新生アローズの成長に期待してい
ます！

コーチ、保護者の皆様、本日はお疲れ様でした。

稲毛FC TRM

個人個人がコーチからもらったアドバイスを理解
して、次の試合に繋げていけば、更に成長した
チームになると思います。

次回も期待しています！お疲れさまでした！

千葉FC  TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

対戦相手が中盤をシンプルに展開しロングボール
を多用したことにより、ディフェンスラインの裏
に通されたこと、またセカンドボールを回収され
続けたことにより、序盤は一方的な展開となりま
した。

しかし3試合目以降は相手のプレスが甘くなり、
攻め込む回数が増えました。

また最終ラインを高く設定することにより、中盤
がよりコンパクトになり、オフサイドも取れるよ
うになりました。加えて、一発で取りにいかずプ
レスをかけ続けたことにより守備に厚みが増しま
した。

コーチ、保護者の皆様、本日はお疲れ様でした。

アローズカップ

対戦したことのないチームとの試合が良
い経験になったのではと思います。

声が出ている試合はパスが良くつなが
り、全体がよく動けていました。
何より、怪我人を出すことなく子供た
ち、大人も大会を楽しむことが出来、最
高の一日だったかと思います。



学年

第1試合 ○2-0

2022/10/9（日） 第2試合 ●0-1

第3試合 ○3-1

第4試合 ●0-1

【アローズA】

2022/10/22（日） 第1試合 vs 美浜FCコパソルA ○1-0

第2試合 vs HAMANO JFC A △2-2

【アロースB】

第1試合 vs フロインツ B ●0-1

第2試合 vs HAMANO JFC B ●0-4

【アローズA】

2022/10/29（土） 第1試合 vs 磯辺FC ●1-2

第2試合 vs 幕張リバティ―ズ ○2-1

TRM 第3試合 vs 磯辺FC △0-0

第4試合 vs 幕張リバティ―ズ ○1-0

第5試合 vs 磯辺FC △1-1

第6試合 vs 幕張リバティ―ズ ○5-0

【アロースB】

第1試合 vs 幕張リバティ―ズ ○2-0

第2試合 vs 磯辺FC ●0-1

第3試合 vs 幕張リバティ―ズ ○4-2

第4試合 vs 磯辺FC ●0-1

第5試合 vs 幕張リバティ―ズ ○7-0

第6試合 vs 磯辺FC △1-1

第7試合 vs 磯辺FC ●0-1

4年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

磯辺FC・幕張リバティ―ズ

早朝からの試合お疲れ様でした。

ボールのある所に集中しがちで空いている
スペースが結構目立ちましたのでもう少し
広がってプレーが出来るとより良かったの
かなと思いました。

 

みんなで声を掛け合いながら積極的に攻め
る所や体を張ったディフェンスなど良い場
面が多く見られた試合だと思いました。

小倉FC　TRM
全体的に前線へパス、クロスなど組織的な
サッカーが形になっていて見ていて楽しい
試合でした。
失点はキーパーからのパントキックで裏へ
抜けてしまうパターンが多かったのでボー
ルの落下地点の予測やトラップの質の向上
が課題にあるかなと個人的に思いました。
コーチ、保護者の皆様お疲れ様でした。

千葉市少年サッカー連盟

中央大会（1日目）

Aチーム
負けはしないものの、得失点差で予選敗退となり
不完全燃焼でしたが、普段と違う形式だからこそ
尚更声出しが必要だったと思います。

視野を広く持って、早目に正確な判断ができるよ
うになっていければいいな、と思います。この一
点の重みをしっかりと感じて、また成長していっ
てほしいですね。

Bチーム
最後まで１点が遠い2試合でした。もっともっと
全員が気持ちを切らさず相手に向かっていければ
と思います。この結果を糧にしてまた日々の積み
重ねを頑張ってほしいですね。
本日はお疲れ様でした。



学年

第1試合 ●0-1

2022/10/9（日） 第2試合 ●0-3

第3試合 ●0-3

第4試合 ●0-1

第1試合 vs 宮野木FC ○4-0

2022/10/16（日） 第2試合 vs FC幕西 ●0-1

第1試合 vs 宮野木FC △1-1

TRM 第2試合 vs FC幕西 ●0-1

第1試合 vs 宮野木FC △0-0

第2試合 vs FC幕西 △1-1

第1試合 vs 幸町スワローズ ○1-0

2022/10/22（土） 第2試合 vs コパソルA ●0-1

第1試合 vs CFC A ●1-3

2022/10/23（日） 第2試合 vs 北習志野FC △1-1

第3試合 vs 蘇我SC △1-1

グループ3位

フレンドリーマッチ

vs 幸町スワローズ ○2-1

紅白戦 ○3-0

紅白戦 ○2-0

【オレンジチーム】

2022/10/15（土） 第1試合 vs JSC A ●1-3

第2試合 vs JSC B ○3-1

第3試合 vs JSC A ●0-3

第4試合 vs JSC B ●1-5

第5試合 vs JSC A ○3-2

第6試合 vs JSC B ●0-4

【ホワイトチーム】

第1試合 vs JSC B ●0-3

第2試合 vs JSC A ●1-5

第3試合 vs JSC B ●0-6

第4試合 vs JSC A ●1-6

第5試合 vs JSC B ●0-4

第6試合 vs JSC A ●2-5

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

・ディフェンス時は通せんぼ
・相手の後ろからマークに付く
・ポジションはあくまでもスタート位置。
ゲームの中で入れ替わるのは問題ないが、
その場合は声掛けをして空いたポジション
を誰かがカバー。これらが今日のテーマで
した。
ここ最近は同じことをテーマに試合に臨ん
でいるので、やらないといけないことは意
識できているように感じました。
無得点でしたが得点チャンスはいくつも
あったため、あとは決めきる力かなと思い
ます。
攻守の切り替えの意識、ボールを止める・
蹴る等細かいところがレベルアップ出来れ
ば全然違う試合展開になったのではと、こ
れからの成長に期待しかありません。
コーチ、保護者の皆様、設営から応援まで
ありがとうございました。

１試合目からきちんと攻めることができて
いた。一人が攻めているときの周りの上が
りや攻め込まれた時の戻りが遅く改善が必
要。
次回も最初から気持ちをのせて頑張って欲
しいです。

コーチ、保護者の皆様半日お疲れ様でした

✨

宮野木FC/ FC幕西

中央大会（1日目）

3年

3年

1年

昨日の悔しさを今日に活かそうと気合充分で挑ん
だ試合でした。
いつもより子ども達同士での声の掛け合いが良
く、得点シーンではみんなで盛り上がる事が出来
ました。

みんなでボールに集まってしまい、パスも繋がる
事が少なかったのでコートを広く使う事を意識し
次の試合に活かしていって欲しいと思います。
コーチ、審判をしてくださった方々、保護者の皆
様、連日暑い中、朝早くから準備等ありがとうご
ざいました!

パラグアイフレンドリーカップ

JSC CHIBA TRM
小雨混じりの天気の中、ほとんど休憩な
しの6試合を集中してよく頑張っていま
した！

みんなでゴール前を守る守備や、諦めず
にボールを追いかけていてよかったで
す。

今後ドリブルでボールを運び、得点につ
なげられるといいと思います！

チームで声を掛け合い、次の試合も頑張
りましょう！

今日の目標は2連勝でしたが、残念ながら一
勝一敗の結果となりました。

しかし試合内容としては一人一人ポジショ
ンや相手を意識し、足ではなく体を入れて
動いていてコーチの言うことを意識してい
てとてもよかったと思います。

当たり前ですがサッカーは点を入れないと
勝てず、入れられたら負けです。
全員で攻めて、全員で守ること、もっとお
互いに声をかけ、首を振り味方がどこにい
るか意識しながら明日は勝ちましょう!!朝早
くから設営、審判、コーチ、応援とお疲れ
様でした!!

千葉市少年サッカー連盟

小倉FC　TRM



学年

【Aチーム】

2022/10/22（土） 第1試合 vs 小中台FC A ●0-3

第2試合 vs 都賀ライオンズ △0-0

【Bチーム】

第1試合 vs HAMANO JFC ●1-2

第2試合 vs 作新FC ○3-1

中央大会（1日目）

Aチーム
1試合目は全体的に動きがかたく、なか
なかエンジンがかからないうちに横パス
を奪われて失点をしてしまい、後半も走
り負けて、得点をすることが出来ません
でした。

2試合目は、全体的にはパスが少なく団
子サッカーになってしまいました。

いくつかチャンスがありましたが、
シュートを打てるところまで、なかなか
ドリブルで運ぶことができずに苦戦して
いました。
そんな中でも最後までよく頑張りまし
た。

Bチーム
特に1試合目は相手に攻め込まれる場面
もありましたが、諦めず走って必死で守
り、味方の攻撃に繋げることができたと
思います。

今日は周囲でたくさんの試合が行われて
おり、ベンチからの声が届かないことも
あったので、選手同士お互いに声をかけ
合えたらいいのかなと思いました。

試合の待ち時間が長かったですが、試合
中は集中力が途切れることなく最後まで
頑張れたと思います。

千葉市少年サッカー連盟

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

1年




