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夏合宿 1 日目 2017/08/18（金） 

 

8/18～20 日の 2 泊 3 日、3 年生 18 名と 4 年生 7 名で合計 25 名が同じ宿に宿泊しての団体

行動。 

3 年生は初めての合宿、不安とドキドキ感一杯? 

8/18 合宿初日 

市役所を 7 時半に出発し、試合会場へ 9 時過ぎに到着。 

11 時からの試合に向けて全員で、ウォーミングアップするも動きが鈍い。 

試合に挑む気持ちが見えない。 

 

★フォルテオレンジ★ 

予選リーグ 

気合いを入れる意味で『今日の対戦相手は、なでしこリーグで負けているチームだけど、ど

うする？』と聞くと 

選手達は、『今回は勝つぞと?』と気合いを入れて試合に挑む。 

 

対 八潮メッツ 2-3 負け 

お互い、第 1 試合で動きが鈍く団子状態での展開の中、前半終了間際失点する。 

ハーフタイム時に、グランドを広く使って攻める様に話をして後半に挑む。 

後半、追加点を許し 2 点差になるも反撃し同点にするが、試合終了間際に失点してしまい

敗戦。残念。 

 

対 印西 FC   0-9 負け 

1 試合目の敗戦を踏まえ、サポートの声を掛ける様に話をして 2 試合目に挑む。 

相手のプレッシャーが早く、当りも強い。前半、FW と DF の間が開いてしまい、ルーズボ

ールを拾われ 5 失点。 

後半、FW と DF の間をコンパクトにする様に話をするも修正出来ず 4 失点。この学年で 9

失点は初めての事。 

結果 予選リーグ 3 位 

 

明日は、3 位グループのリーグ戦へ 

 

TM 

対 キッズパワー 6-3 勝ち 
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夏合宿 2 日目 2017/08/19（土） 

合宿 2 日目 

3 位グループのリーグ 

テーマを 

グランドを広く使って攻撃する。 

プレッシャーを早くして、当りも強く。 

対 滝山 JFC  11-0 

対 平磯 SSS   7-0 

TM 

対 FC 宮代東  7-0 

 

夏合宿 3 日目 2017/08/20（日） 

合宿 3 日目 

3 位グループリーグの最終戦 

テーマは、2 日目と同じ。 

対 FC 宮代東  5-0 

最終順位 9 位で終了。 

 

フォルテホワイトは、 

飯塚コーチより 

 

3 年生は、初めて合宿で自分達で用意したり、グループで行動するなど学ぶ出来たと思いま

す。 

初日、2 日目と雨に泣かされましたが、3 日目に晴れて海遊びが出来た事は、良い思い出に

なったと思います。 

役員、保護者の皆様 

合宿の帯同、応援有難うございました。 

近内 

—————————————————– 

★フォルテホワイト★ 

夏合宿 1 日目 2017/08/18（金） 

 

3 年生初めての合宿で子供達も笑顔で市役所を出発。 

一日目の天候はくもり雨。試合中の雨は避けたいところだ。 

 

第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌｫﾙﾃ ﾎﾜｲﾄ 
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vs 滝山 JFC ﾎﾜｲﾄ 

vs KIDC POWER.SC 

 

一日目 

第一試合 vs 滝山 JFC ﾎﾜｲﾄ 

2-4-1 のﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ 

選手達だけで話し合いをする。それぞれの意見をまとめて確認。 

ｻｯｶｰでの必要な事。声を出す！後ろからは指示を出す！周りを見る！ 

試合前に円陣をして初戦開始。 

全体的に一対一の強さは圧倒的にﾌｫﾙﾃ。ｻｲﾄﾞ攻撃からの展開が欲しいがｻｲﾄﾞの選手が広が

れずに前に急いでしまう。 

声を何とか出すが､小さい声で味方が気付かない。 

ベンチからの声でようやく反応する。前後半共に変わらずの展開。 

結果 4-0 4-0 ８－０ 勝利！ 

 

第二試合 vs KIDC POWER.SC 

前半から攻防戦の試合だ。ｻｲﾄﾞから展開したいが中々出来ない。何とか先制点を上げるが、

ﾐｽから失点してしまう。 

前半 1-1 

ﾊｰﾌﾀｲﾑでﾎﾟｼﾞｼｮﾝを入れ替え調整。 

後半はﾌｫﾙﾃﾍﾟｰｽだ。得意なﾄﾞﾘﾌﾞﾙからｻｲﾄﾞへの展開。後半 3-1 

結果 1-1 3-1 ４－２ 

 

夏合宿 2 日目 2017/08/19（土） 

二日目 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 一回戦 

vs ﾋﾞｰﾄﾙｲﾚﾌﾞﾝ U9 

試合前に選手達だけで話し合い。ｱｯﾌﾟも自分達で考え体を動かす。 

選手達の士気を高める為にﾊﾟｽ回しの練習では大きな声を出してﾎﾞｰﾙを貰うようにする。 

ﾍﾞﾝﾁから円陣を組ませ試合開始。開始早々ﾋﾞｰﾄﾙｲﾚﾌﾞﾝの猛攻を食らう。ﾄﾞﾘﾌﾞﾙもﾊﾟｽも個々

の技術は高い。 

ﾌｫﾙﾃも体を張って何とか点はしのぐが次々と攻撃が来る。 

ﾌｫﾙﾃも得意なﾄﾞﾘﾌﾞﾙを仕掛けるが相手のｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞが一人二人三人と波のように来る。 

反則ｷﾞﾘｷﾞﾘなのか笛を吹いて貰えない。 

相手も勝ちたい執念が伝わる。一瞬の油断もﾐｽも逃さない相手に対し、ﾎﾞｰﾙに食らい付くの

がやっとのﾌｫﾙﾃ。 
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前半終了間際に足が止まってしまい、ﾎﾞｰﾙを奪われ失点してしまった。 

そして前半終了…前半 0-1 

ﾊｰﾌﾀｲﾑで悔し泣きする選手達。経験の浅い選手達も､まずは自分が出来る事をする。声を出

す。歩かない。ﾎﾞｰﾙを追いかける。 

今は DF が体を張って 1 点で収まってる。 

士気を高める為に､もう一度円陣を組ませ後半開始。 

後半は前半と違って声を出す事が出来ている。経験の浅い選手も歩く事なく相手にﾌﾟﾚｽを

かけられた。 

ﾌｫﾙﾃも攻撃が出来るようになった。後は点を取るだけだが中々点が入らない。 

相手も必死だ。残り 5 分はﾌｫﾙﾃﾍﾟｰｽだが､相手のｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞが次から次と来る。 

後半終了間際には相手の右ｻｲﾄﾞからの低いｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾞにﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾍｯﾄﾞで押し込まれ 2 失点目

を与えてしまった。 

その瞬間試合終了ﾎｲｯｽﾙが鳴り響く。相手の見事なﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾍｯﾄﾞは誉めるべきところだ。 

後半 0-1 

結果 0-1 0-1 ０－２ 

 

順位決定戦 

vs 八潮ﾒｯﾂｼﾞｭﾆｱ 

なでしこﾘｰｸﾞで唯一敗戦したﾁｰﾑだ。今回の大会でもﾌｫﾙﾃｵﾚﾝｼﾞが､後少しと言うところでｽｺ

ｱ 2-3 で悔しい敗戦をした。 

ﾌｫﾙﾃﾎﾜｲﾄの選手達もｵﾚﾝｼﾞの敵をとると言って気合い十分だ。 

試合前にはｻｲﾄﾞからの展開を増やそう。その為には攻撃の時はﾗｲﾝｷﾞﾘｷﾞﾘの所まで広がる事

を伝えた。 

前半は見事的中！ｻｲﾄﾞからの展開が多く。ﾄﾞﾘﾌﾞﾙもｺﾞｰﾙに向かう事も出来た。 

前半 2-0 

後半は相手も必死だ。相手の勢いに押され失点してしまった。それでも前半同様ｻｲﾄﾞ攻撃を

するﾌｫﾙﾃﾎﾜｲﾄ。 

残り僅かｶｳﾝﾀｰを狙いに GK からのﾊﾟﾝﾄｷｯｸで左ｻｲﾄﾞからの展開。ﾄﾞﾘﾌﾞﾙからｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾞ。右ｻ

ｲﾄﾞから大きな声が聞こえた。 

それを左ｻｲﾄﾞの選手が中を見て確認した。ｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾞを上げ右ｻｲﾄﾞの選手がﾀﾞｲﾚｸﾄｼｭｰﾄ！見

事ｺﾞｰﾙ！ 

今大会一番良い展開からのｺﾞｰﾙだ。 

後半 1-1 

結果 2-0 1-1 ３－１ 

夏合宿 3 日目 2017/08/20（日） 

三日目 
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勝っても負けても最後の試合。最後は勝って終わりたいもんだ。朝からﾀﾞﾗﾀﾞﾗした雰囲気。 

練習前に活を入れられる選手達。疲れが残っているのか… 

 

5 位決定戦 

vs KIDC POWER.SC 

予選ﾘｰｸﾞに対戦したﾁｰﾑ。相手もﾘﾍﾞﾝｼﾞに来てる。前半は思い通りに行かない展開。 

焦りながらも前半は 0-0 

後半は得意なﾄﾞﾘﾌﾞﾙからのｼｭｰﾄで先制点！更に左ｻｲﾄﾞからのﾄﾞﾘﾌﾞﾙで追加点！内容は課題

が残る場面が多数。 

それでも最後は勝利！ 

後半 2-0 

結果 0-0 2-0 ２－０ 

 

ﾌｫﾙﾃﾎﾜｲﾄ 

予選ﾘｰｸﾞ 

vs 滝山 FC ﾎﾜｲﾄ 8-0 勝利 

vs KIDC POWER.SC 4-2 勝利 

予選ﾘｰｸﾞ 1 位通過 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 

一回戦 vs ﾋﾞｰﾄﾙｲﾚﾌﾞﾝ U9 0-2 敗戦 

順位決定戦 

vs 八潮ﾒｯﾂｼﾞｭﾆｱ 3-1 勝利 

5 位決定戦 

vs KIDC POWER.SC 2-0 勝利 

ｽﾄﾗｲｶｰﾗﾝｷﾝｸﾞ(得点王) 

1 位 高洲 SC ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ 9 得点 

2 位 印西 FC ひょっこり 8 得点 

3 位 ﾌｫﾙﾃﾎﾜｲﾄ(菊地航輝) 7 得点 

 

三日間の合宿での経験は子供達にとっても凄く良かったと思います。 

大会の結果はどうあれ悔しさも皆感じたと思います。これもまた強くなる一歩として成長

出来れば良いと思いました。 

最後の海での遊びは子供達にとってもﾘﾌﾚｯｼｭになりました。 

保護者の方､沢山の応援ｻﾎﾟｰﾄ有難うございました。 

 

3 年生 コーチ飯塚 


