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この度『第 2 回アバン最強決定戦』を開催します！
このイベントはアバン会員とそのお友達が参加でき
るもので、それぞれがチームを作ってエントリーす
る大会です！ポイントはまずチーム結成に向けての
勧誘活動です！積極的に声をかけメンバーを集める
事が必要不可欠！同封の案内をご覧のうえ積極的に
エントリーしていただければと思います！

8/10 から始まった今大会。全日本のリベンジも含め
是が非でも勝ち取りたかった県大会！選手の頑張
り、保護者の皆様の応援により見事接戦をものにし
県大会の出場権をつかみました！
主催者である FCT のカメラマンが撮影する前で劇的
な決勝ゴール！ということでゴジてれ sun にてその
様子が放送されたのでした！

県大会出場を決めたゴールを決め
た時は素直に嬉しかった！
自分の武器であるセットプレーか
らの得点を武器に、FCT 杯では全
少以上の結果を出します！
FCT 杯県大会ではアバン旋風を巻
き起こしましょう！県北地区に優
勝カップを持ち帰ってきます！

世界中の注目を集めた 2020 年夏季オリンピック開催地が見事
東京に決定しました！身近でオリンピックを目の当たりにでき
るまたとない機会となりそうです！楽しみましょう！
ということでアバンでは各会場にて「オリンピック招致決定記
念チーム対抗リーグ戦」を開催します！
10 月〜11 月の間、チームを固定してリーグ戦を実施します！2
ヶ月にわたる勝負になりますので、チームワークが勝利のカ
ギ！各会場優勝チームは表彰したいと思います！

Q.アバンに入って良かったことは？
サッカーが上手くなれた！
Q.好きなサッカー選手は？
本田選手！
Q.選手コースで試合 をやった感想
は？
思ったより良いプレーができたし、
試合に出られて楽しかった！

携帯電話のアプリって種類も
たくさんあり︑使い方によって
はとて も便利ですよね！ もと
もと携 帯電話を通話とメ ール
といっ た連絡手段がほと んど
で使っていたコーチにとって︑
様々な アプリには驚くば かり
です︒個人的にカメラに関する
アプリ は面白いと思って いま
す︒初めに興味を持ったのが︑
﹁漫画カメラ﹂というもの︒写
真が漫画のような描写︑せりふ
付きに加工されるというもの︒
ポーズ とセリフがどんぴ しゃ
の時は爆笑の写真となります︒
次に興味を持ち︑とても活用し
ているのが﹃ＲｏａｄＭｏｖｉ
ｅｓ﹄というアプリ︒２４秒間
の動画︵１秒 ２４コマ︑２秒
×
１
×２コマ︑３秒 ８
×ゴマ︶を
撮り︑画質とＢＧＭを選択しま
す︒そうすることでちょっとし
たＣＭ のような映像を作 るこ
とができます︒
カメラ 以外で最近興味を 引く
のが︑アディダスで出している
﹁Ｓｎａｐｓｈｏｔ﹂というア
プリ︒サッカーボールを蹴った
際のス ピードを計測でき ると
いうい わゆるスピードガ ンの
アプリです︒サンプルでレアル
マドリ ードに加入したベ イル
選手は１２５ｋｍ／ｈ︒ｉＰｈ
ｏｎｅ 限定のアプリなの でｉ
Ｐｈｏ ｎｅの方試してく ださ
い！ベイルを超えてくださ
い！ 笑( )
文章責任者 小野 亘
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今回は『切り替えし』というテクニックを紹介します！切り
替えしとはドリブルの方向を瞬時に大きく変えるテクニック
です！単体で急激に方向転換をして、相手を置き去りにする
他にも、キックフェイントやシザースなど、他のフェイント
と組み合わせて使用することも多いテクニックです！

ポイントは切り替えした瞬間にスピードを上げ相手を置き去
りにすること！
そしてあくまでも目的は突破することを忘れずに！切り替え
しをするだけでなく相手を抜き去る意識も持ちましょう！

前回に引き続きコーチのイチオシ商品を紹介します！！
今回注目したのはみんな大好きラーメンについてです(笑)
ついに福島にもできたかと個人的に待ちに待った「優勝軒福島
北店」です。他の地域にて目にはしていたものの、もっと近く
にできればなぁなんて思っていたのです。そんな優勝軒さんが
伊達市姥ケ懐 3‑
1 にできていました！（コーチは最近気づきま
した・・・）
ラーメン好きの方はぜひ行ってください！そして、皆さんのイ
チオシラーメン店教えてください！

文章責任者 小野 亘
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アバン事務局に笑撃が走った︒我がクラブ
の愛らしいキャラクター﹁ゼン君﹂に家族
がいたことが判明︒思い返せば数年前︑本
部に１通の履歴書が届いた︒
﹁ぜひサッカ
ークラブのキャラクターを務めたい！﹂強
い 意 気込 みを 感じ たキ ャラ クタ ー採 用 部
門担当者は迷わず採用を決断︒家族構成に
関して聞かれたゼン君は︑﹁数日前からお
父さん︑お母さん︑弟が行方不明になった﹂
と言葉を濁した︒考え抜いた結果︑みんな
の 目 に触 れる よう な活 動を しよ うと ア バ
ン ツ ァー レの キャ ラク ター に応 募し た と
涙を浮かべた︒
ある日︑クラブのキャラクターとして精力
的 に 活動 して いた ゼン 君に 朗報 が飛 び 込
んだ︒行方不明となっていた両親から事務
局へ電話があったのだ︒なんでも︑サッカ
ー の 練習 中に 父親 が放 った 渾身 のシ ュ ー
ト が 月ま で飛 んで 行っ たた め仕 方な く ボ
ールを取りに行っていたとのこと︒Ｗ杯に
向 け た日 本代 表の ザッ ケロ ーニ 監督 も 得
点力不足解消に目を光らせている︒
︵この内容はコーチの妄想です︶

コーチの妄想は置いといて
今後ゼン君家族がかわらばんや
カ ン バッ チと して 登 場す るか
も！？お楽しみにね！

〒9６０−０８０１
福島県伊達市霊山町掛田字中町 31−1 2F

ここは、サザエさんの家。庭に 1 本の木が生えて。
この下にいるキャラはなんでしょう！？
います
答えが分かったら ono@avanzare‑
sc.com まで！
締め切りは 10/4（金）でお願いします！
ちなみに、前回の答えは 130 円でした！！
みなさんお試しになりましたか！？コーチは疲れた
時に食べちゃいます(笑)
本当においしいですね！

会報誌の文章ミスを減らすため、またコーチヘのプ
レッシャー＆会員の皆様にひとつの楽しみを提供す
るために、かわらばんの誤字、脱字、日付、数字の
間違いなどを見つけ、報告した会員にコーチからオ
リジナルカンバッチをプレゼントします！
※申込み方法はメール申込みのみ。
→ono@avanzare‑
sc.com にお願いします！
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。

みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。
まだまだ暑い日が続きますがだいぶ秋めい
てきました。秋と言えばスポーツの秋です
が、先日、娘の運動会がありました。私自信
は小学１年生の時の徒競走で「転んだ子にゴ
ール前で抜かされビリになる」というエピソ
ードを持つ程運動が得意ではない子供でし
たが、幸いなことに娘は私に似ず、活発な子
供で８人中２位という好成績を収めること
ができました。練習のときは、転んでビリに
なったりということもあったようですが、本
番では一生懸命にできたのでよかったよう
です。
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