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新年度に向けてスクール生を募集します！年度が変われば各会場でク
ラスの移動があったり、6 年生が卒業したりと空きが出てきます！
そこで各会場体験者を大募集します！お友達、ご兄弟など身体を動か
すことが好きな子がいましたら、ぜひお声掛けください！
また、オリジナルバッチがもらえる「お友達紹介キャンペーン」も残
り 1 ヶ月となりました！みんなが見たことのないようなバッチも出来
あがっています！この機会にぜひお友達に声掛けして下さい！

相手を抜く際に必要なことは相手を「だます」こと！様々なフェ
イントにしてもいかに相手をだますかということがポイントにな
ってくるのですが、コツは本当っぽく見えるかということです！
右に行くふりをして左に行く場合、本当に右に行くのでは？と相
手に思わせられるかがポイントです！足の動き、身体の動きなど
本当っぽくなければ相手はだませない！形だけやっても上手くは
いきませんね。練習でコーチが言っているように、途中まで本当
に右に行く動きをしておきながら実は左に行くということです！
みんなは出来ているかな？自分の身体動きで相手がバランスを崩
したらそこが狙い目！一気に突破しよう！

ロナウジーニョ選手が得意とし一躍注目を集めた技、それが「エ
ラシコ」です！下の図のように足の外側でボールを触った直後に
足の内側でドリブルのコースを変える技です。

外側に行くふりをして内側に行くといったところでしょうか！
膝の柔軟性、足首の柔軟性、体重移動を駆使して、本当に外側に
行くと思わせられるかどうかがポイントになってきます！
また、足の内側と外側の組み合わせで行うなどバリエーションも
あります！身体の動きで相手をだますことに加え、ボールの動き
でも相手をだませるようになっていこう！練習やゲームでチャ
レンジしていこうね！

いよいよ 3 月！ということで 6 年生はもう少しで卒業となり
ますね！幼稚園から在籍している子は 9 年位でしょうか？私
よりもアバン歴の長い子もいるかもしれませんね！
震災後もクラブに残り練習に打ち込んでくれたみんなには本
当に感謝しています！残り 1 カ月となりましたが、最後まで
体調を崩さずにサッカーを楽しもうね！
【24 年度卒業生】
＜テクニカル信夫ヶ丘＞
千葉大聖くん、大内匡聖くん、福士快くん
＜テクニカル郡山＞
大山悠斗くん、吾妻敬也くん、石田雄大くん、石田海翔くん
＜テクニカル野田＞
生田目日向くん、菅野卓人くん、野間純平くん、富山慈丹く
ん、漆上隼士くん、高澤知畝くん、古川響くん、神村澪くん、
佐藤秋生くん、中島蓮くん

卒 業生の皆 さんには 卒業記念 品を贈呈 しま
す！昨年は当時の 6 年生を見て『来年ももらえ
るのかな？』なんて思った人もいるのではない
でしょうか！？もちろん今年も卒業記念の盾
を一人一人に準備します！また、卒業記念のオ
リジナルカンバッチも作成中です！残り 1 ヶ月
ではありますが、出来る限り休まずに参加しよ
うね！

︻最近気になるもの︼
コーチには最近気になるものが
あります！それは﹃３Ｄプリン
タ﹄です！たまたまテレビで観
たのですが︑衝撃を受けまし
た！３Ｄプリンタとは簡単に言
うと︑入力したデータから立体
的な物を作るというものです︒
活用方法としては︑立体的な家
の模型を作ったり︑撮影した写
真からフィギュアを作ったり︑
とにかく何でも作れるのです！
オフィス仕様のものは１０００
万円以上だったと思いますが︑
家庭用のものは２０万円前後︑
自作した人は１５万円前後だっ
たと思います！家庭で活用して
いる人では︑販売されていない
フィギュアを自作したり︑小物
入れや壊れた腕時計のベルトを
作ったり︑スマートフォンのカ
バーも簡単に作っていました！
家電製品など技術が進み感心す
るばかりですが︑こんなに簡単
に立体的なものを作れると
は・・・︒その後︑妻に３Ｄプ
リンタについて力説したのは言
うまでもないですね・・・︒た
だ︑自分の写真からフィギュア
を作るのは絶対に嫌だと言って
いました・・・︒すごく興味は
あるけど手は出せませんね・・・︒
もし購入した方がいればご連絡
下さい 笑( )

文章責任者 小野 亘
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寒い日が続いた 2 月はフットサルがメインの活動となりました！
【県北インドアサッカー大会】 6 年生メイン
vs 川俣 SSS 0‑
2● vs 吉井田 SSS 12‑
0○ vｓ愛誠 SSS 1‑
2●
vs 清水 SSS 2‑
0○ vs 下川崎 SSS 3‑
0○
【プロショップ信杯】 5 年生メイン
vs 御山 JFC 8‑
0○ vs 荒井 SSS 2‑
0○ vs 吉井田 SSS 0‑
5●
→3/2（土）決勝トーナメント
ゴール前の攻防が多く、攻守の切り替えも素早いフットサル！今
後のサッカーにも活かされそうです！
【3 月の大会】
3/2（土）プロショップ信杯決勝トーナメント
※上位 3 チームには T シャツを作って頂けるそうです！
3/10（日）〜オノヤ杯
6 年生にとっては最後の大会！人工芝の素晴らしいピッチで今ま
での集大成を見せましょう！

今年度の最終節は昨年度のＪ１チャンピオン「サンフレッチェ
広島」のＪリーグ開幕戦、第 2 節の試合結果予想です！
開幕戦 サンフレッチェ広島ｖｓ浦和レッズ
第 2 節 アルビレックス新潟ｖｓサンフレッチェ広島
ズバリ予想してもらうのは、
『勝ち』『負け』『引き分け』のい
ずれかです！さらに、スコアも当てちゃった人にはもう一つレ
アバッチをプレゼント！

答えは ono@avanzare‑
sc.com まで！
締め切り：開幕戦→3/2（土） 第 2 節→3/8（土）
【前回の結果】
ちなみに前回の有名選手は左から香川真司、川島永嗣、本田圭
佑、中田英寿、小野コーチ(笑)でした！
答えは・・・
①川島（185cm）②本田（182cm）③中田（175cm）
④香川（172cm）⑤小野 167cm）※ウィキペディア調べ
【正解者】
槇ゆうごくん、山口ゆうきくん

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。
2 月号＆号外間違い発見者
＜2 月号＞
日程表より 2/3（土）ひな祭り→ひな祭りは 3 月です！
正解者：長澤ゆうせいくん、生田目ひゅうがくん、
＜号外＞
裏面『チームのために声をかける！』に小野コーチがいる。
正解者：山口ゆうきくん、小林ともなおくん、山田しょうたく
ん、谷口ゆうたくん、安田かいくん、槇ゆうごくん、
佐々木ようへいくん

文章責任者 小野 亘

TEL
（月曜日〜金曜日）
0120-019-578 １０時〜１９時まで

クラブでは引き続き選手を募集していま
す！年度替わりを期にチャレンジしたい
お子様、保護者の皆様お気軽にお声掛けく
ださい！選手コースになるのなら間違い
なく早い方がいいです！スクール、チーム
で技術を磨き続け将来輝く選手になりま
しょう！
OB には 13 歳以下の日本選抜選手、JFA ア
カデミー選手、モンテディオ山形ジュニア
ユース選手、その他、県の選抜選手、地区
の 選 抜 選 手 と 活 躍 し た 先輩 が 多 数 いま
す！

みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。今回はカンバッチ作
りの裏側についてお話しをしたいと思います。
以前、何度かご紹介する機会もあったのでご存知の方もいらっし
ゃるかと思いますが、皆さんが持っているアバンツァーレオリジ
ナルカンバッチを作ってくれているのは、私たちと一緒に働いて
くれている視覚障がい者の庄司彩夏さんです。彼女が一つひとつ
カンバッチマシーンでカンバッチを作ってくれていますが、なん
とそのカンバッチのデザインを作成しているのが私なのです。
しかし、私自身、昔から美術の成績は思わしくなく、クラブ内で
も「センスのない佐藤君」と言われた時期もあったくらい美的感
覚に疎いので、日々、悪戦苦闘しながら新しいカンバッチのデザ
インを考えています。なにかと苦労の多いデザイン作業ですが、
子供たちの喜ぶ姿を励みにデザイン作業をしておりますので「こ
んなデザインがいい！」といった要望がありましたら遠慮なく教
えてください。私のできる限り要望に応えて製作したいと思いま
す。

ということで、
『こんなバッチあったらいいな・・・』というバ
ッチのデザインを大募集します！
【応募方法】
①紙にカンバッチのデザインを描く！
②コーチに手渡しする！
見事デザインが採用された場合は、実際にカンバッチを作成しプ
レゼントします！
※完全にご希望された通りにならない場合もありますが、出来る
限りご希望に沿ったものを作成致します！
【応募期間】3/1（金）〜3/15（金） どしどし応募ください！

【応募期間】
3/1（金）〜3/15（金） 紙に書いてコーチに渡してください！
題字→『アバンかわらばん 4 月号』
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