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学年

6年 第1試合　VIVAO船橋SC（B）

2022/11/6（日）

○5-2

第1試合　 ○1-0

第2試合　 ○2-0

2022/11/12（土） 第3試合　 △0-0

第4試合　 ○2-1

第5試合　 ○3-0

第6試合　 ○2-0

第7試合　 △0-0

第1試合 vs 東習志野FC

2022/11/13（日） 第2試合 vs クラブ・ドラゴンズ柏 U-12

●1-3

　　県大会ベスト16！

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

試合結果報告（11月）

○2-1
県大会での2勝おめでとうごさいます！
早朝からの遠征。
第一試合は、寒さの中での戦いになりました
が、みんなの気持ちが入り、朝一の試合とし
ては、いつもよりも動けていたと思います。

第二試合は、開始すぐの失点はありました
が、すぐに気持ちを切り替えて、戦い抜くこ
とができました。
今日コーチから頂いたアドバイスをしっかり
頭に入れて、来週の県大会2日目も、勝利を
目指して頑張ってください。
選手、コーチ、審判、応援してくれた保護者
のみなさま、お疲れ様でした！

第2試合　柏レイソルAA長生U-12

JFA 第46回全日本U-12

サッカー選手権千葉県大会

今日は20分間ほぼ交代なしでの練習試合で
した。
風が無く、気温も暑過ぎなかったのか20分
間最後までプレーをすることができた選手が
多かったと思います。
戻るスピードも速く、ボールを取られてもす
ぐに取り返すことができたので、打たれた
シュートが少なかったのはとても良かったと
思います。

一方で、シュートチャンスをたくさん作れた
のに決めきれない場面があったのは今後の課
題だと思いますので明日は落ち着いて確実に
決められるよう頑張ってほしいです！本日は
お疲れ様でした！明日も朝から頑張りましょ
う！

ミハタSC相模原

TRM

○2-1

今日は苦手な早朝の一試合目でしたがアップから
エンジン上げたままスタートできたと思います。
東習志野との試合は焦りからなのか、狭いスペー
スでパスをつなげて余計に焦ってしまうようなイ
メージがあり…個々の技術は素晴らしいので、広
いスペースを活用できるともっと楽に試合ができ
ると思いました。人に任せるシュートではなく、
個々がゴールへの執着を強くしたらもっと点数が
入ると思います。

2試合目は、一人一人が本当に集中しながら試合
に挑んでいました！
一点先制された時の個々の声出しや、前半から
戻った時のベンチとの一体感で流れを変えること
は可能だと思います。
走り切る体力と、一人一人前向きな声掛けを意識
して23日からの区大会に臨んでもらいたいで
す！

JFA 第46回全日本U-12

サッカー選手権千葉県大会

（2日目）

朝晩と日中の寒暖差も激しく、冬の足音が日に日に大きく感じられるようになりました。

公式戦なども無事に開催されつつあり、アローズからも多くの学年で参加して

日々の練習の成果を発揮するいい機会となっています。

コロナの新種にも気を抜けない年末ですが、元気な気持ちを忘れずに、クリスマスやお正月にむけて



学年

【ネイビーチーム】

2022/11/20（日） 第1試合　 ○2-0

第2試合 ○3-0

第3試合 ○2-0

20分1本

第4試合 ○2-1

【ネイビーチーム】

2022/11/27（日） 第1試合 vs バディーSC千葉 ○2-0

第2試合 vs GINGA FC アマネイロ○2-0

第3試合 vs FC幕西 ○3-0

予選リーグ1位通過！！

【ホワイトチーム】

第1試合 vs 美浜FCコパソルL △0-0

第2試合 vs 千葉FC ○2-1

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

6年

区大会前にネイビー、ホワイトと分けて
試合ができ、いい機会だったと思いま
す。

途中狭いプレーが多い相手ペースになる
こともありましたが、自分たちのプレー
を持つことができました。

ただ、フリーになる場面で決められない
シュートがありました。区大会ではチャ
ンスは絶対に決めて、両チームとも予選
突破できるように頑張りましょう！

悪天候の中お疲れ様でした！当日まで体
調を万全にして臨みましょう！

印西FC　TRM

【ネイビー】
予選通過、おめでとう！
早い時間帯に得点し、大きなミスもなく、本
日全ての試合を0点で抑えられたのは良かっ
たですね。
ただ、次の対戦相手からは得点力がグッと上
がります。ホワイトチームが戦い方を示して
くれたように、シュートを打たせないような
守備、キーパーとの連携でしっかり0点に抑
えましょう！

そして、決勝トーナメントは、1点の重要性
がグッと上がります。
決められる時にしっかり決めましょう。その
ためにも、みんなでうるさいくらい声出しも
しましょう！

【ホワイト】
前後半通じてよく守り、相手にゲームを作ら
せない、シュートを打たせない試合展開。
ピンチの時もみんなが集中してカバーし合っ
た試合でした。キーパーのファインセーブも
たくさんあり、そこからみんなの集中力を引
き上げ、運も引き寄せられた試合になったの
ではと思います。おしくも勝ち切ることがで
きませんでしたが、県大会ベスト16のチー
ムに試合をさせずドローに持ち込んで勝ち点
1をとりました。

2試合目は1試合目とは変わって円陣の声か
らも気合いを感じ、序盤から積極的に攻めて
いました。早々に1点！

果敢にシュートを打って行けたと思います。
ただ、あと2点くらいは取れたような…。

しかし、大差をつけて勝ちたいという焦りか
らか、縦へのパスが多くなり、ワイドにコー
トを使って攻められなかったので、真ん中で
ごちゃごちゃしてしまったような…

ふとみんなの気が後ろにいってなかった魔の
瞬間に1点を取られてしまったのが悔やまれ
ます…。
試合は2-1で勝ち、勝ち点3。

決勝トーナメントへの進出が他チームのの結
果次第となって、残念ながらグループ２位で
進出ならず。

第29回千葉市美浜区サッカー大会

予選



学年

第1試合 vs 香澄 ●0-1

2022/11/5（土） 第2試合 vs 浦安 ○2-1

第3試合 vs 幕西　 ○1-0

第4試合 vs 若松 ○1-0

第5試合 vs 松戸旭 △0-0

第6試合 vs 千城台 △1-1

第7試合 vs 行田東　 △2-2

【３位決定戦】

第8試合 vs 松戸旭　 ●1-2

第1試合 △0-0

第2試合 ●1-2

第3試合 △1-1

第4試合 ●1-3

第5試合 ●1-2

第6試合 ●0-2

第1試合 vs 花見川 △0-0

第2試合 vs 五井 ○1-0

第3試合 vs 幕西　 △0-0

第4試合 vs 五井 ●1-2

第5試合 vs 花見川 ○2-0

第三位！

2022/11/3（祝） 【アローズA】

第1試合 vs イーグルスA ○2-1

第2試合 vs 大森SC A △1-1

【アローズB】

第1試合 vs 蘇我 B △0-0

第2試合 vs フロインツ B ○4-0

決勝トーナメント

vs 小中台 ○2-0

vs 作新
△1-
1

準決勝 vs 北貝塚FC ●0-2

ベスト４！

中央大会（2日目）

千葉市少年サッカー連盟 アローズA
前回大会同様、負けはしなかったものの得失点差
で予選敗退となってしまいました。点を取られる
と焦ってしまい、途中単発のパスやシュートもあ
りましたが最後は気持ちを持ち直し点を奪い返し
たのはよかったと思います。

個々の光るプレーは沢山ありました！この1点の
重みを次に活かして成長して欲しいです。

アローズB
結果ベスト4で終わりました。
決勝トーナメントで3試合連チャンという中、2
試合目まではなんとか持ちましたが

3試合目には体力、気力が無くなり球際や、得点
を取るシュートなど力無く終わりました。
今後の練習で体力づくり止める蹴るの質の向上
デュエルでのフィジカルトレーニングなどを取り
入れて残りの試合に繋げられればいいと思いまし
た。

4年

2022/11/13（日）

FC　浦安　TRM

なかなか勝利につながらない試合となってしまい
ました。

最後までボールを大事にすること、気持ちを切り
替え、みんなで声を掛け合い、雰囲気を変えられ
るようになるといいですね！今日の反省を次回に
生かしてほしいと思います。

コーチ、保護者の方々、お疲れ様でした。

2022/11/20（日）

MACカップ

拮抗した試合が多く、惜しくも点には繋がらな
かったですが、最後はシュートで終わる事が多々
ありました。

子どもたちの普段の活気の良さを試合中にも出し
てみんなで協力して頑張っていって欲しいと思い
ました。

コーチ、保護者の皆様、本日は天候の優れない中
お疲れ様でした！

5年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

アローズカップ4位でした。

よく走り、パスも回していましたが、攻められた
時のマークのつき方、コーナーからの失点が多い
理由もボールと相手の動きの予測が同時にできる
ようになれるといいと思います。
本日はお疲れ様でした。

アローズカップ



学年

第1試合 △0-0

2022/11/6（日） 第2試合 △0-0

第3試合（アローズ紅白戦） ○2-0

第4試合 △1-1

第5試合 ●1-0

第6試合（アローズ紅白戦） ●1-0

第7試合 △0-0

第8試合 △0-0

第9試合 △0-0

第1試合 vs 西小中台FC ●0-2

2022/11/20（日） 第2試合 vs CFC A ○5-1

第3試合 vs CFC B △2-2

第4試合 vs 昭和SC ○11-0

準優勝！ ●0-1

第1試合 ●0-1

2022/11/27（日） 第2試合 ●1-3

第3試合 △0-0

第4試合 ○2-0

第5試合 ●0-1

第6試合 △1-1

第7試合 ●0-3

4年

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

パスで繋いでハーフライン突破までは出来るよう
になってきてます。

あとはファイナルサードでのパスの質や周りの受
け方を覚える必要があると感じました。裏を狙
う、または取る動きやパスを練習からトライして
ほしいです。課題がアシストが無しに現れていま
すが、パスで繋ぎだすと、得点が一時的に少なく
なるものなので、焦らずトライしていって欲しい
です。全選手の底上げも出来てきていると感じま
した。着実にみんな上手くなってきているので、
日々の練習を全力で頑張りましょう！

北貝塚FC　TRM

本日はお疲れ様でした!

非常に拮抗したゲームが続いた影響からか、最後
の何試合かはみんな感情的になっていたように見
受けられました。

当たりが強くても、文句言われても冷静でいられ
る精神的な強さも大事だと思います。また日々の
練習で頑張りましょう。

 

選手、コーチ、保護者の皆さまもお疲れ様でし
た！

イーグルス　TRM

始めは慣れない芝生でなかなかボール回
しが上手くいきませんでしたが試合を重
ねるごとに声も出始めシュートも決ま
り、雰囲気がよくなりました。

子どもたちだけで話し合い、試合を進め
ていく場面も多く見え、よい勉強になっ
たと思います。
本日はお疲れ様でした。

第19回CFCカップ



学年

第1試合 vs 草野FC B ●1-2

2022/11/3（祝） 第2試合 vs FAVERZE ●1-2

第1試合 vs 高洲コスモス ●0-3

2022/11/13（日） 第2試合 vs 幸町スワローズ △0-0

第3試合 vs 高洲コスモス ●0-3

第4試合 vs 幸町スワローズ ●1-2

第5試合 vs 合同チーム ●0-5

第6試合 vs 合同チーム △0-0

第7試合 vs 合同チーム ●0-1

第8試合 vs 合同チーム △1-1

第1試合 vs 千代田ライガーSC ●1-6

第2試合 vs Jボクワーツ ●0-8

第3試合 vs パサニオール本田FC●1-3

2.1
年

2年生は今のメンバーでは初めての試合
でした。楽しめてはいましたが、ポディ
ション等コーチの指示を理解できていな
い部分がたくさんあったので、この経験
を生かして学んでいきましょう。

1年生は2年生よりも経験があり、熱量
もあり、1年生から学ぶべきことがたく
さんありました。

コーチを始め保護者の皆様、本日はあり
がとうございました。

2022/11/5（土）

コアラ杯

※1.2年生で参加

3年

両試合とも、得点場面以外にもシュート
まで持ち込めた場面もありましたが、惜
しくも得点ならず、決勝トーナメントに
進むことは出来ませんでした。得点を決
められた場面では、周りをよく見てス
ペースを上手に使えていました。

みんなでボールだけではなく、周りの人
の動きをよく見てスペースを意識するこ
と、チームの仲間がドリブルをしている
時は空いている仲間が助けに入るなど、
声を掛け合えるようにしましょうと、
コーチからもコメントがありました。
暑い日差しの中、朝早くから中畑コー
チ、引率の保護者の皆様もお疲れ様でし
た。

千葉市少年サッカー連盟

中央大会（2日目）

ミニサッカーと8人制サッカーのTRMをしまし
た。

試合内容としては、いつものようにしっかり通せ
んぼをする、ポジションを守ってマークをしっか
りする、適当に蹴らないでドリブルを意識しよう
と隅田コーチ、中畑コーチからお話をいただきま
した。

みんなでしっかり意識して、練習の時も思い出し
ながら忘れずに取り組んでいきましょう！また、
アローズだけでなく相手チームの審判の方にも、
敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしましょ
う。

コーチ、審判、保護者の皆様、朝からお疲れ様で
した

高洲コスモスFC

幸町スワローズ

合同TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考



学年

【Aチーム】

2022/11/3（祝） 第1試合 vs HAMANO JFC △0-0

第2試合 vs イーグルス ●1-2

【Bチーム】

第1試合 vs 大森SC △0-0

第2試合 vs 宮野木SC ○4-1

●1-2

【予選リーグ】

第1試合 vs 小中台FC ●1-3

第2試合 vs 習志野MSS香澄 ●0-2

第2試合 vs 高洲SCホッパーズ ●0-3

第1試合 vs 磯辺FC ●0-3

第2試合 vs 小中台FC ●0-5

2022/11/3（祝） 第1試合 vsイーグルス ●0-5

第2試合 vs 美浜FCコパソルB ●1-2千葉市少年サッカー連盟

中央大会

試合中、団子状態になることもありまし
たが、そこから抜け出してシュートに繋
げるシーンも多々見られました。

暑い中待ち時間もかなり長かったです
が、最後まで諦めずよく頑張っていたと
思います。

保護者の皆様も今日は一日お疲れさまで
した！

幼児

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

アローズカップ

【順位決定トーナメント】

１年

【Aチーム】
1試合目は前回の大会で負けたチームで
したが、全員で守りきり、得点チャンス
も作れていました。
2試合目は先制したものの、2点返され
ての悔しい負けとなりました。次回は1
回でも多く勝てるよう頑張りましょう。

【Bチーム】
慣れない人工芝に苦戦しながらも、よく
走り、攻められていたと思います。
前回大会でいけなかったトーナメント進
出をはたし、1点先制点を決めるも、
ゴール前の団子状態から2失点に悔しく
も黒星となりました。
1点とられてからの気持ちのきりかえ
や、声がけ今日の試合でも課題点がまた
見えたと思うので、今後につなげられる
ようにまた練習頑張って欲しいと思いま
す！！

千葉市少年サッカー連盟

中央大会（2日目）

決勝トーナメント
バディー千葉SC Bチーム

八人制で広いコートでの試合でしたが、
結果は非常に悔しいものでした。惜しい
シーン、得点のチャンスは作れていまし
たが、残念です。敵陣に攻め込んでいる
時に、例えば、敵をつり出してスペース
を作るドリブルやパスをもらう動きと、
できたスペースに走り込む動きが連鎖し
ていければもっとチャンス作れるのかな
と思いました。
今後につなげられるようにまた練習を続
けて欲しいと思います！！

コーチ、役員、保護者の皆様、
本大会までの準備や当日運営おつかれさ
までした！！子供達には貴重な大会形式
の経験になったと思います。どうもあり
がとうございました

2022/11/27（日）



●1-6

次
は、

●0-8

また
よろ

●1-3

1.2
年

2年生は今のメンバーでは初めての試合
でした。楽しめてはいましたが、ポディ
ション等コーチの指示を理解できていな
い部分がたくさんあったので、この経験
を生かして学んでいきましょう。

1年生は2年生よりも経験があり、熱量
もあり、1年生から学ぶべきことがたく
さんありました。

コーチを始め保護者の皆様、本日はあり
がとうございました。

6年生 TOPICS

11/13（土） JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会

千葉県大会

6年生 ☆ベスト16！！おめでとうございます！！☆

5年生 TOPICS
11/20（日） MACカップ

5年生 ☆第三位！おめでとうございます！


