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先月号にて、全国各地のサッカーチームより支援金や激励金をお預かりしたことをご報告
いたしましたが、今回は兵庫県の「アミティエスポーツクラブ」さんのご支援により
『REVIVAL CUP』を開催しました！「REVIVAL」とは復興の意。宮城県の沿岸に位置
する石巻市のチームをはじめ、我らがアバンツァーレ福島 SC も参加してきました。沿岸
部のチームは今もなお津波の影響が大きく、雨が降れば校庭は一面水たまりになる所もあ
るようです！思うようにサッカーができないチームを招待してのカップ戦。必死にボール
を追いかける選手の姿、ゴールが決まった時の喜び合う姿はとても素晴らしかったです！
福島から参加できなかった選手もいる中、少ない人数で試合を戦いきった選手も素晴らし
かったです！今後も支援金や激励金をこのような形で活用させていただき、東北サッカー
界の復興の懸け橋となっていきたいと思います！なお、今大会の結果、様子は当クラブの
ホームページにてご覧になられます！

現在金曜日に練習場として使用している「野田中央公
園」ですが、10 月 3 日（月）〜11 月 30 日（水）
まで除染のため使用できなくなると連絡がありまし
た。そこで、使用できない期間は練習場を別会場に移
し活動をしていくことに致しました！10 月いっぱい
の練習場は福島市立森合小学校の校庭をお借りしま
す！校庭の除染も済んでいますので、安心してご参加
できるのではないかと感じます。金曜日の皆様はじめ
他会場の皆様も参加をお待ちしています！

9 月 10 日（土）より第 30 回 FCT・JA 共済カップが始
まりました！我らがアバンツァーレ福島も参戦中！
気になる結果は・・・
① vs 福島ユナイテッド A 6-0 勝
② vs 古河電池 B 3-0 勝
③ vs 楢葉町 SSS 3-0 勝
④ vs 城西 SSS 12-0 勝
ということで見事予選リーグ突破！次はトーナメント初
戦です！

現在当クラブでは福島第三小学校体育館、渡利体育館
でも練習を行っております！他会場の方も練習を休ん
でしまった分の振替としてもご参加できます！
体育館練習の良いところは・・・・
① 雨が降っても練習が可能！（天候に左右されない）
② 冬季期間も同じ時間で練習が可能！
振替参加の際は小野までご連絡ください！

みなさ んこん にち は！小
学４年 生まで 自転 車に乗
られな かった 小野 コーチ
です・・・
︵涙 ︶本当です︒
さてこ の場を 借り て皆様
にご報 告があ りま す！９
月 日︵火︶に小野ジュ
ニアが 誕生し ます ！小野
家がさ らに騒 がし くなり
そうで す︵笑 ︶今 年はア
バンツ ァーレ でも 子供が
生 ま れた スタ ッフ が お
り︑さ らには 私の 友達に
も子供 が生ま れた 人が多
いです ︒スタ ッフ ︑友達
と同級 生とな る子 供の誕
生に喜 びを感 じま す！小
野 ジ ュニ アの 誕生 に 伴
い︑人 生で初 めて 名前を
考える 日々を 過ご しまし
た︒以 前ＣＭ で﹁ 名前は
子供に 対する 初め てのメ
ッセー ジです ﹂と いうよ
うなも のがや って いまし
た︒本当に悩みます・・・︒
名前は 次月号 にて ご報告
させて いただ きた いと思
います ！︵こ の記 事を書
いてい る時も 悩ん でいま
す︶当 クラブ の事 務を担
当する 佐藤さ んか らも︑
候補を 挙げら れて います
が・・ ・︒さ すが に小野
妹子は 落選と させ ていた
だきました︵笑︶
こんな 日々を 送っ ている

コーチなのでした︒

文章責任者 小野 亘
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10 月より各会場でリーグ戦を実施致します！
＜リーグ戦とは！？＞
練習中のゲームの際、一定期間チームを固定し
リーグ戦を実施していきます！1 日では結果
が決まりませんので、期間中いかに勝利をつか
み取るのかが必要になってきます！
＜チーム編成は！？＞
担当コーチがチームを編成します！発表は 10
月初回の練習とします！同じチームの仲間と
勝利を目指して熱い戦いを繰り広げましょ
う！

TEL
（月曜日〜 金曜日）
0120-019-578 １０時〜１ ９時まで

まずは第１節のおさらいから！本田選手の所
属チームの「CSKA」はチェスカと読みます！
前節の勝利者は信夫ヶ丘会場の芳賀俊佑くん
（2 年）！おめでとうございます！練習時に
グッズをプレゼントします！
さて、気になる第 2 節はというと・・・
Q．中学・高校と宮城県で過ごし、今や日本
代表の No．10 香川真司選手！そんな香川選
手が現在所属しているチームはどこでしょ
う？
答えがわかったら on o@avanzare-sc.com
まで名前と答えをメール送信してください！
締め切りは 10 月 14 日（金）まで！
ヒント：昨シーズンブンデスリーグチャンピオン！
香川真司（22 歳）
【所属チーム】
FC みやぎバルセロナ〜セレッソ
大阪〜○○○○○○
【特徴】
ド リ ブル 突破 と高 い得 点 力が 魅
力 ！ 所属 チー ムで も攻 撃 の中 心
として活躍しています！

リーグ戦第 1 クールは 10 月〜12 月までで
す！結果はかわらばんにてご報告します！

9 月は勝負にこだわるというテーマで練習を行いました！特に 1
対 1 での勝負に勝てるように意識させました！1 対 1 ですので攻
撃側はドリブルで相手を抜き去ることが必要になってきます！相
手を抜くために必要なことは相手を観てドリブルをするというこ
とです！サッカー用語で「ルックアップ」というものがあります。
簡単に言えば顔を上げることです！ドリブル中も顔を上げ相手の
位置を確認することがとても大切です！相手の位置を確認するこ
とで相手にぶつからずにドリブルで抜き去ることが可能になりま
す！ドリブルが得意な選手として FC バルセロナのメッシ選手、
レアルマドリードのクリスティアーノ・ロナウド選手がいますが、
どちらの選手も良い姿勢でドリブルしていいます！みんなも観な
がらのドリブル意識しましょう！
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︻選手コース募集中︼
月 も 引 き 続き 選 手コ
ース体験生を募集中で
す！お気軽に小野まで
お問い 合わ せくださ
い！

︻新人戦始まります︼
月 日︵ 土︶から県
北地区の小学校を会場
に新人 戦が 始まりま
す！興味のある方はぜ
ひ応援 に来 てくださ
い！

︻振替練習のご案内︼
スクール練習をお休み
した場合や都合により
分 以 上 遅 れて し まっ
た場合は１時間振替練
習にご参加いただきま
す！ぜひご活用くださ
い！

︻忘れ物にご注意︼
練習終了後の忘れ物に
ご注意ください！ボー
ル︑すね当て︑ドリンク
などしっかり確認しま
しょう！

︻すね当てのご準備を︼
小学生以上は練習にす
ね当てをご準備くださ
い！ケガの予防につな
がりますのでよろしく

お願いします︒

文章責任者 小野 亘
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