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学年

第1試合 vs　西小中台FC 〇1-0

第2試合　 vs　FCクレア 〇2-0

第1試合　vsラルクヴェール千葉W

第2試合　vsAres AsunaroFC

　

千葉市小学生サッカー大会

予選リーグ

６年

年明け２試合２勝出来て良いスタートがきれ
ましたね。

１試合目は少し硬さが見えましたが、全体を
通してよく声も出ていて、一丸となって戦っ
ている様子が伝わってきました。

ただ2試合とももっと点数が取れていてもおか
くしくない内容だったと思います。チャンス
は沢山作れていたのに、フィニッシュがもど
かしい場面が多かったです。

シュートが打てる場面でパスを選択したり、
焦って無理な体勢で打ってしまったり。また
パスも少し気になりました。

自分が出したい場所ではなく、相手が欲しい
ところに出せるようになると得点にも繋がっ
てくると思います。来週１位通過出来るよう
に、今日の反省点を活かして挑みましょう。

（怪我した選手はゆっくり休んで早く治りま
すように…）
コーチ、審判、保護者の皆様朝早くからお疲
れ様でした。

2023/1/9（祝）

千葉市小学生サッカー大会

予選リーグ

〇 5-3
第１試合は、声もなくやる気が感じられませ
んでした。失点されても点をとりに行く気迫
も感じられず、見ていて不安になりました。

第2試合では、スタートから失点してしまいま
したが、すぐに気持ちを切り替え、声もだし
パスも繋がり果敢にゴールを狙う事ができま
した。

初戦から今日の第2試合のような試合運びがで
きるようにして欲しいです。
まずは、1位通過おめでとう！

2023/1/14（土） 〇 5-1

試合結果報告（1月）

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

冬の寒さもいよいよ本番！厳しい寒さや乾燥など、体調を崩しやすい季節となりました。

寒さに負けずに身体を動かして丈夫で健康的に過ごしたいですね！

日々の練習の成果が試合で発揮できるよう、常日頃から頑張っていきましょう！



学年

第1試合 〇2-0

第2試合　 △0-0

第3試合　 ●0-1

第4試合　 ○3-0

第5試合　 △0-0

第6試合　 ○2-0

第7試合　 ○2-0

第1試合 ○3-0

第2試合 △0-0

第3試合 ○7-3

第4試合 △0-0

第5試合 ○1-0

第6試合 ○1-0

第1試合 vs レッドクローバー ●0-1

第2試合　 vs どろんこブラック ●0-3

第3試合　 vs どろんこレッド△0-0

第4試合　 vs 高州グリーン △0-0

第5試合　 vs 高州ホワイト ○2-0

第6試合 vs 大久保SC ●0-3

第7試合　 vs コパソル ●0-1

5位決定戦 vs どろんこブラック ●1-4

第1試合 vs 藤崎

第2試合 vs トラスト

第3試合 vs 志津 ○5-0

5位決定戦 vs クレア ○8-1

第1試合 vs 小中台

第2試合 vs おゆみ野

第3試合 vs 小中台 ●1-3

第4試合 vs おゆみ野 ○1-0

第5試合 vs 小中台 △0-0

第6試合 vs おゆみ野 ○2-1

第7試合 vs 小中台 ○1-0

△0-0

コーチから『うまくなった。』と言って頂き
ました。声を出せるともっといいですね。

これからも頑張っていきましょう。

コーチ・保護者の方々、寒い中お疲れ様でし
た。

2023/1/29（日） ○1-0

小中台・おゆみ野　TRM

スコアは負けていますが、個々でもチームで
も良い場面はいくつもありました！

明日も頑張りましょう。

コーチの皆さま、保護の皆さま、寒い中お疲
れ様でした！！

2023/1/21（土）

アローズカップ

△0-0
今日の失点はほぼARROWSのミス。パスミス
や、横パスが弱い、スピードが遅い。
ここを無くして行けば勝てる試合。相手をは
めてボールを奪うことが少し出来てきた。

今日の反省点、良かったところをもっと練習
し、勝ち試合を増やして行ければと思いま
す。コーチ、保護者の皆様、本日は寒い中お
疲れ様でした。

2023/1/22（日） ●2-4

ミニコパカップ５年生大会

5年

積極的にプレスをかけてカウンターに繋げら
れていました。

ボール奪取後に起点となったサイドに相手
ディフェンスが集中することが多かったた
め、真ん中を経由した逆サイドへの展開によ
りフリーでシュートを打つ場面を何度も作る
ことができました。

本日はコーチ、保護者の皆様お疲れ様でし
た！

2023/1/8（日）

FC浦安　TRM

備考

６年

スピードの速いチームとの対戦だったため、
ディフェンス陣の戻りが遅かったことが少し
気になりました。
足元で抜いていき、上手い！と思うプレーも
ありましたが、コーチからもあった通り、ご
ちゃごちゃせずにシンプルに行っていい場面
もあったと思います。

Wings戦ではシュートまで持っていくのも難
しくなることが考えられますので、打って終
わる、決め切れるように頑張って欲しいで
す。
市大会は小学校最後の公式なので行けるとこ
ろまでいきましょう！
今週も寒い中、皆様お疲れ様でした。

2023/1/29（日）

小中台FC　TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア



学年

第1試合 〇1-0

第2試合　 ○2-1

第3試合　 ○2-0

第4試合　 ○2-0

第5試合　 ○2-0

第6試合　 ○2-0

第7試合　 ○2-0

第1試合 vs レグルス ○2-0

第2試合　 vs ホグワーツ ○1-0

第3試合　 vs イースト ●0-1

第4試合　 vs 幸町コスモス △1-1

第5試合　 vs 草野 △1-1

第6試合　 vs おゆみ野FC △1-1

第7試合　 ○-0

決勝トーナメント①vsイースト○2-6

3位決定戦　vs　レグルスvs 小仲台

第1試合 vsブルーウイングス ○2-1

第2試合　 vsアブレイズ ○2-0

第3試合　 vsブルーウイングス ○3-0

第4試合　 vsアブレイズ ○3-0

第5試合　 vsブルーウイングス ●0-2

第6試合　 vsアブレイズ ○1-0

3年

今日は8チーム中4位でした。ほぼ毎試合得点
できるようになってきており、とても成長を
感じます。最後の試合は特に、泣くほど悔し
かったと思いますが、試合内容はアローズ、
負けていなかったです。
次に向けてまたみんなで頑張りましょう。

【試合後コーチからの課題】
・１点の取り方としては、どういう形であっ
ても、１点は１点。手以外であれば身体のど
こに当ててもOKなので、どうやって身体を使
うとゴールの確率があがるか考えよう。

・誰がフリーなのか、ドリブルとパスのバラ
ンスを考えて周りをみるようにしましょう。

・お互い声を掛け合って、パスは待たずにも
らいに行くように。ボールは身体の正面でと
めるようにしよう。

・スローインは攻撃のチャンスです。スロー
インをやるまでのスピードをあげましょう。
周りを見て動いてポジショニングを考えよ
う。
全9試合、全力で頑張った選手の皆様、本当に
お疲れ様でした。2年生の皆様もありがとうご
ざいました。

2023/1/15（日）

アローズカップ

●1-1
PK1-2

ボールを持った時に、まずはドリブルから始
める。それでも無理だったらパスを出す。
サイドバックがオーバーして攻撃に参加する
こと。ドリブルは真っ直ぐだけでなく斜めで
ドリブルをする。試合前の練習でやったトッ
プスピードから止まるという事を試合中にも
意識して出来るように。
課題としては集中力が切れて足が止まってい
る時が唯一負けた試合になってしまったので
集中力を切らさない事。

コーチ、審判の方、保護者の皆様、寒い中お
疲れ様でした！本日もありがとうございまし
た

2023/1/22（日）

合同TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

4年

全体的には良いスタートが切れたと思いま
す。

ウォーミングアップのパス練習が活かされて
相手と相手の間を通すパスを各自が意識して
取り組めていたと思います。

課題もあると思いますが、これから練習で一
つ一つ克服して更に強くなっていってほしい
です。

2023/1/15（日）

小中台FC　TRM



学年

第1試合 幸町コスモス ○2-0

第2試合　 ユーカリが丘 ●1-3

第3試合　 幸町コスモス ●0-2

第4試合　 ユーカリが丘 ○4-2

第5試合　 幸町コスモス △1-1

第6試合　 ユーカリが丘 ○3-0

【2年生＋1年生】

第1試合　 ●0-4

第3試合　 ●0-3

第5試合　 ○1-0

第7試合　 ●0-2

第9試合　 ●0-2

【1年生】

第2試合 ○2-1

第4試合 ●0-1

第6試合 △1-1

第8試合 ○2-1

第10試合 △0-0

1.2年

ボールに集まるプレーがよく見られまし
たが、その中でもいいパスがでたり、ド
リブルで抜けてからの展開、キーパーの
ナイスセーブ、インターセプトからの攻
撃など随所にいい展開も見えていまし
た！！

ボールにみんなが集中してしまった時、
誰かがドリブルで突破しているその次、
どうしたらスペースを作れるか、どこに
行けばゴールへの展開に繋がるかを少し
ずつみなが意識しながらやっていけたら
と思いました。

今日もものすごく寒い中、
コーチの皆様、保護者の皆様
お疲れ様でした！！
また練習頑張りましょう！！

2023/1/22（日）

宮野木SC　TRM

試合日 / 大会名 対戦相手 / 勝敗 / スコア 備考

3年

テーマとして、ボールをしっかりとキープ出来るよ
うになるところから始めます。

個人目標
・来たボールを簡単に蹴らない・一旦納める
・失敗してもいいから相手とのかけ引きをトライす
る・取られたら直ぐに取り返す
・仲間が取られたら人数をかけて取り返す
※
足元だけでなく、体全体(特に腕を使って)相手から
見えない位置にボールを隠し、相手から一番遠いと
ころにボールをコントロールする。ただ、ディフェ
ンディングサードではパスをしてボールを外に逃が
してあげること

・味方が受けに来てあげること
・ミドルサードからアタッキングサードでは、どん
どん相手に仕掛ける
※常に顔を上げること※見る力を鍛える
見る順番
①味方の位置　②相手の位置
③スペース　　④相手と相手の間

☝️チーム目標

・相手チームの危険な選手をいち早く見つけ、数的
優位を作り、自由にさせない
・特に後ろからの声がけを徹底
・相手の背番号を大きな声で言うこと
・ディフェンスはラインの統率を徹底する
・逆サイドや自分の裏の危険なスペースを常に意識
する
・攻撃に関しては決まりはなく、自由な発想でどん
どん仕掛けていく

たくさん話しましたので、どこまで頭に残っている
か、次にこれらを意識出来ているかが次なる個人テ
ーマです。今日は少し頭が疲れているかとは思いま
すが、おそらく楽しかったのではないかな…
と感じています。
チーム全体で得点が取れるチームとして成長させて
いきます。

ただ、サッカーは点を取った選手がクローズアップ
されがちですが、その得点に結びつくまでに、他の
選手の頑張りがあることは忘れないで欲しいです。
得点は記録に残りますが、サッカーでは得点に結び
つく一つ前のプレーとしてアシストというプレーも
記録として残ります。

これは単なる数字の記録ではありますが、先にも述
べたように、GKをはじめ、得点は全ての選手の得点
です。

今はまだ、パスよりも足元を鍛える時期なので、引
き続き個人テーマのボールを持てる個の育成を段階
的にやっていきます。ある程度のレベルに達したら
、次はパスの重要性を指導してしていきます。

パスが出来るドリブラー、得点に絡めるディフェン
ダー、中盤の潰し役など、それぞれの個性を見極め
てチーム作りを目指します。
先ずは勝つことの喜び、負けることでしか得られな
いテーマを個人とチームの収穫として次も楽しんで
いきます。

2023/1/29（日）

合同TRM


