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福島県大会結果
vs 伊達 FC 3-0 勝
vs 松川 SSS 5-0 勝
vs 御山 JFC 0-7 負

〒960-0801
福島県伊達市霊山町掛田字中町 31-1 2F

TEL
（月曜日～金 曜日）
0120-019-578 １０時～１ ９時まで

昨年よりも１つ成績を上げました！選手たちはとても頑張り素晴
らしい大会になったと思います！休む暇もなく 7 月からは FCT 杯
がスタートします！予選は全日本よりも厳しいものになります
が、しっかり闘いたいと思います！

先月号にてご案内しておりました、サマーキャンプの
日程が決まりましたのでご案内致します！
今年も秋保にて実施します！普段なかなかできない
川遊びや虫取り、お父さん、お母さんのありがたみが
身に染みて感じる食事の準備などイベント盛りだく
さんです！お友達をお誘いの上奮ってご参加くださ
い！
【日程】8 月 6 日（月）～7 日（火）
【キャンプ地】宮城県仙台市太白区秋保
【対象】クラブ員とご兄弟、お友達
※案内ができ次第ご案内と募集を開始します！楽し
みに待っていてくださいね！

県大会の組み合わせが決まる 4 時間前・・・。野田中央公
園では缶蹴りイベントが行われました！総勢 22 名でテンシ
ョン高く缶蹴りスタート！缶蹴りに欠かせない缶を準備す
るために、何人かで協力し『モンスター』という謎のドリ
ンクを飲み干して準備完了！
積極的に勝負する子、安全第一で
モンスタ
隠れ続ける子・・・。
ー飲むダ
笑いばかりの楽しい時間を過ごす
イキ君！
ことができました！

アツ過ぎる 戦いが繰 り広げら
れている欧 州選手権 ！欧州選
手権は４年 に１度開 催され、
その名の通 りヨーロ ッパの№
１を決めま す！ワー ルドカッ
プよりもハイレベ ルと言わ
れ、強豪国 ですら予 選でつま
ずき本大会 に出場で きないこ
ともあるほ どです・ ・・。さ
て今年の欧 州選手権 ではどこ
が優勝に輝 くのでし ょうか？
優勝候補の 大本命は スペイン
代表！前回 大会を制 し、南ア
フリカワー ルドカッ プも制し
名実ともに 素晴らし いチーム
です！ただ 、全チー ムがスペ
インを研究 して試合 に挑んで
きますから 、苦戦す ることも
出てきます ！そこを 乗り越え
るのが本物 のチャン ピオンで
はないかとみています！
個人的には イタリア 代表が好
きです！イ タリア代 表の愛称
は『アズー リ』地中 海ブルー
という意味 です。ど れくらい
好きかとい うと、携 帯のアド
レスに「ア ズーリ」 を使うく
らいです！ どれくら い好きか
伝わりましか ？ 笑( 第
) １戦で
はスペイン に引き分 けたイタ
リア代表。 次のクロ アチア戦
は引き分け 、最終戦 勝負とな
ります！イ タリアが 大好きな
コーチです が、今大 会はポル
トガルに期待して います！

笑( 頑)張れ ポルトガ ル！負け
るなイタリア！

文章責任者 小野 亘
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夏の風物詩でもある「高校野球」
。高校球児が甲子園
を目指し熱い戦いを繰り広げます！我らが聖光学院
高校も甲子園の常連となってきましたね！そこで 7
月のクラブイベントは「アバンツァーレ甲子園」を
開催します！
野球とサッカーは別競技ではありますが、通じるこ
とも多いと思います！ボールの正面に入るためのス
テップワーク、動作の連動性、フライの処理（落下
地点の予測）などなど・・・。
高校球児に負けない熱い戦いを繰り広げましょう！
皆様のご参加お待ちしています！
集え小学生球児！
【日程】7 月 28 日（土）
【時間】9 時から 10 時
【会場】野田中央公園
【対象】グラブ員とお友達、兄弟
参加者は事前に小野までご連絡ください！
ono@avanzare-sc.com

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

保護者の皆様、メールアドレスの登録をお
願い致します！メールアドレスを登録いた
だいた保護者様へは①練習中止の案内②緊
急の連絡をメールで一斉送信させていただ
きます！梅雨の時期に入ると練習が雨天中
止になることが増えてきます！また、雷等
急なご案内でも活用させていただきます！
ちなみに、入会申込書のメールアドレス記
入欄にご記入いただいた方は自動で登録さ
れています！ただ、以前はメールアドレス
記入欄を設けていませんでした。長くクラ
ブに在籍されている方は登録されていない
と思われます。
ご協力よろしくお願い致します。
【送信先】ono＠avanzare-sc.com
※練習中止や緊急の連絡の際に使わせてい
ただきますので携帯からメール送信お願い
致します！

第 11 節は今月号のかわらばんにも何度か出てきた「欧州
選手権」についてです！
【第 11 節】
ズバリ、今年の欧州選手権の優勝チームはどこ！？
※応募方法はメールにて ono@avanzare-sc.com まで
※締め切りは 7 月 2 日（月）まで！
ちなみに、コーチたちの予想は・・・・
前田総監督（仙台） スペイン
源晴コーチ（仙台） イタリア
畠山コーチ（仙台） ドイツ
土井コーチ（山形） オランダ
小野コーチ（福島） ポルトガル
正解者の中から 1 名にシャツ・パンツ・ソックス
の 3 点セットをプレゼント！
【第 10 節結果発表】
第 10 節に勝利し見事サッカーボールをゲットしたのは、
野田会場：漆上隼士くん（6 年）
練習時にボールをプレゼントしますね！！

エジル 2010W 杯でブレイク。4 大会ぶりの優勝なるか？
ロナウド メッシに並ぶ超一流選手！破壊力抜群です！
イニエスタ バルサの主力。2 連覇なるか注目です！
スナイデル インテルでは長友のチームメイト！組み立て
と得点に期待です！

こんにちは。事務局の佐藤で
す。
今月は事務局よりこの場を借
りて注意喚起をさせて頂きま
す。
毎年この時期になると、ご
自宅や学校などスクール練習
中以外での怪我が多くなるよ
うです。
ロンドンオリンピック、野
球のセ・パ交流戦、サッカー
の欧州選手権など様々なスポ
ーツイベントが行われている
ことからもわかるように、暑
くなり活発に体を動かす機会
が増えるため、それに伴って
怪我をすることが多くなるの
ではないかと思います。
もちろん体を動かして汗を
かくことはとても良いことだ
とは思いますが、怪我をして
は元も子もありません。暑く
なったからといって油断せず
に、ちゃんと準備運動などを
行って体を温めてから激しい
運動をするように気を付けて
ください。
また、怪我だけでなく、熱
中症にも気をつけなくてはい
けない時期です。体を動かす
際は水分補給をこまめに行う
ようにしてください。
私たちも練習の際は充分注
意を行っておりますが、ご自
宅でのお声掛けもよろしくお
願いします。
文章責任者 小野 亘
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