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7 月 23 日～26 日の 4 日間東京都の味の素スタジアムで開催された『Goal Assist リーガ
チャレンジキャンプ』に安田魁くん（3 年）が参加してきました！
リーガチャレンジキャンプとは・・・・
レアルマドリードのスカウティングコーチを担当するマリオ氏をはじめとするスタッフが
トレーニングキャンプを開催し、優秀者にはなんと本場スペインでのトレーニングやクリ
ニックの参加が認められるというものです！過去にはスペインのクラブチームに加入した
子もいるとのこと。今回参加した魁くんも見事に選出され、来春スペインにサッカー留学
をしてきます！そこで今回は魁くんにスペシャルインタビューを行いました！
＜結果を聞いた時の感想は？＞
冬休みに参加した時は選ばれずに、
次は合格したいと思っていた
ので嬉しかった！（コーチも嬉しかったです！）
＜目標は？＞
スペインでの練習でスペインの子に負けずに、
クラブのセレクシ
ョンを受けること！（クラブ初のプロ選手期待しています！）
＜得意なプレーは？＞
ドリブルです！（素晴らしいです！）
＜新人戦の目標は？＞
初めて 10 番を背負うので、目立てるように頑張る！
（年上相手にどんどん目立ってください！）

福島、郡山共にテクニカルスクールとなりましたので、
今月からテクニカル通信と題し、テクニックの紹介をし
たいと思います！今回は『ドリブルの姿勢』についてお
話します！
まずはイラストのよう
に上体を起こしましょ
う！目線がボールに集
中してしまうと背中が
丸まり周りが観えなく
なってしまいます！
良い姿勢でドリブルで
きるようになったら、
次は細かくボールを触
ることです！ボールを
触る回数が多いほど、
上達しますよ！

『我が家の子供達』
今回は久し ぶりに子 供の話を
させていた だきます ！以前に
もお話させ ていただ きました
が、我が家 には子供 が２人い
ます。悠作 （３歳） はもうじ
きおむつが 取れるか といった
感じです！ 仮面ライ ダーフォ
ーゼやウィ ザードの パンツを
はいて頑張っています！
悠作は気変 わりが激 しく、欲
しいといっ て手にし たものも
数分後には 投げ捨て たりしま
す・・・。 先日大好 きなサー
ティーワン に行った 時も時間
をかけて選 んだアイ スを手に
し「これや ぁだ。パ インがい
いのぉ」と いってだ だをこね
ました。結 果ママに 怒られる
のですが・・・。
悠花は
日で１歳になりま
す！最近は 自分で立 てるよう
になってき ました。 まだまだ
歩くまでは いきませ んが、自
分で立って はニコっ と微笑ん
でいます！ ある日の 朝、寝ぼ
けていたの でしょう が、玄関
まで猛スピ ードのハ イハイで
行ってきま した！本 驚くほど
の速さに感 動してし まいまし
た 笑
( わ
) がままお兄ちゃん
と、スポー ティーな 妹をよろ

しくお願いします！ 笑( )
文章責任者 小野 亘

10 月～11 月の 2 か月間で「リーグ戦秋の陣」を行います！
各会場にてチームを編成し期間中は同じチームで試合を
してもらいます！ご入会いただいて間もない方は初めて
の経験となります！チームを固定するので、チームメイト
が練習をお休みすれば、当日いる人数で試合に臨むように
なります！リーグ戦を制するには練習でドリブルと 1 対 1
を磨くのはもちろんのこと、チームワークと体調管理がカ
ギになってきます！ヨーロッパ最強クラブを決めるチャ
ンピオンズリーグよりも熱い戦いを期待しています！
テクニカルスクールになってから初めてのリーグ戦です
ので、初代チャンピオンは特にテクニック集団だったとい
うことになります！記念すべき初代テクニック集団に輝
くのはどのチームなのか！？楽しみながらもテクニック
を磨きましょう！
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ドリブルと 1 対 1 をベースにチーム作りをしてから初めての公
式戦「2012 コカコーラ杯県北予選」が始まります！5 年生以下
での練習試合成績は同学年相手には負けなし！新人戦でも思
う存分技術を発揮してくれればと思います！PK 負けした去年
の借りも返せるように頑張ります！応援よろしくお願い致し
ます！
【日程】アバン vs 霊山 10/8（月） 12 時～
2 回戦：11/3（土）
、代表決定戦：未定
【選手】
No.2 槇 悠悟⑤
No.3 山田 翔大⑤※キャプテン
No.4 谷口 佑太⑤
No.5 小林 誠直⑤
No.6 笹木 大揮⑤
No.7 古宮 大輝⑤
No.8 水上 汰一⑤
No.9 菅野 優心⑤
No.10 安田 魁③
No.11 佐藤 尚行⑤
No.12 山口 裕樹⑤
No.13 長澤 悠晟③

【試合方式】
20 分ハーフのトーナメント戦。7
チームのうちチャンピオンになっ
たチームが来年 1 月 5 日（土）
、6
日（日）に開催されるコカコーラ
杯福島県大会の出場権を獲得でき
る！

今回のクイズは、ヨーロッパのクラブチャンピオンを決める『UEFA チャンピ
オンズリーグ』からです！各国のリーグ上位チームによる最強チーム決定戦！
以下の 3 試合の勝敗を予想してください！

応募先は ono@avanzare-sc.com まで
応募締め切りは 10/5 まで
正解者の中から 3 名にはサッカーグッ
ズをプレゼント！
どしどし応募してくださいね！

TEL
（月曜日～金曜日 ）
0120-019-578 １０時～ １９時まで

サッカー界の『キング』こと三浦知良
選手が所属する横浜 FC が福島市のあ
づま陸上競技場でゲームを行いまし
た！それに伴い、試合前の時間に横浜
FC 選手によるサッカークリニックが
行われました！短い間でしたがカズ
選手とプレーできた子供達、カズ選手
を生で見ることのできた保護者の皆
様、もちろんコーチも大興奮でした！

コーチの勝手にヒント！
～参考にするかはアナタしだい～
強いチームでも簡単に勝てないの
がチャンピオンズリーグ！強いチ
ームほど研究されますし、負けら
れないプレッシャ ーがかかりま
す！ポルトガルの強豪ベンフィカ
とオランダの強豪アヤックスと戦
う 2 チームは特に苦戦しそうな気
がします・・・。クルージュは未
知数なだけに難しいです・・・。

皆さんこんにちは、事務局
の佐藤です。
皆さんは、今年の秋分の日
が 特別 な日 だと知 って いま
し たか ？実 は秋分 の日 が９
月 日以外になるのは 年
ぶり（ 年前は９月 日）
のことで、今回のように９月
日が秋分の日になるのは、
なんと 年 ぶりのことなの
です！
１年は 日ですが、正確に
は 日と 約６時間で太陽の
周りを１周します。それを調
整 する ため に４年 に１ 度う
るう年がありますが、それで
も 少し のず れが生 じる ため
春 分の 日や 秋分の 日が 変わ
ることがあるのです。
今後の秋分の日は、通常は
９月 日で、うるう年の時だ
け９月 日となる計算です。
ちなみ に次に９月 日が秋
分の日になるのは、 年後の
予定です。興味をもって読ん
でいただけましたか？
仙 台 の源 晴コ ーチ にこ の
話をしたら、あまり興味がな
さ そう でが っかり した 佐藤

でした。
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