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第 1 回アバン最強チーム決定戦と銘打ってクラブイベン
トを開催します！内容はその名の通り、アバンの中での
最強チ―ムを決める大会です！アバンの仲間はもちろ
ん、アバンに入っていないけどめちゃめちゃサッカーが
うまい友達や、サッカーは未経験だけど一緒に戦ってく
れる仲間を集め大会にエントリーしよう！もちろんメン
バーが集まらなければ出場できないため、まずはメンバ
ー集めが勝負となります！詳しくは会場で案内を配布し
ます！楽しみに待っていてくださいね！

3/20（水）春分の日に、第 12 回アバンツァーレカップ争奪戦が開
催されました！昨年の大会は雪上での実施でしたが、今大会は天
候にも恵まれ、汗をかきながらのプレーとなりました！選手コー
スの子も、スクールの子も成長した姿を見せてくれました！応援
してくださったお父さん、お母さん、兄弟・姉妹の皆様本当にあ
りがとうございました！次回も良いプレーをできるように普段の
スクール練習に励みましょう！

皆様にご協力頂いたお友達紹介キャンペーン。当初は 3 月末
まででご案内しておりましたが、期間を延長致します！
新年度を迎えるにあたり各会場定員に空きがありますので、
ぜひご紹介頂ければと思います！新たなお友達と共に新年度
も楽しく、そして本気でサッカーに打ち込もう！
また、お友達紹介キャンペーンといえば
オリジナルバッチ！今回は激レアな
ドラゴンボールバージョーンです！
ドラゴンボールは全部で 7 種類！
全て集めると神龍が現れ、願いを叶え
てくれる！みんなも 7 つ集めると
願いがかなうかも！？

3 月までは福島第三小学校体育館でスクール活動をしてまいりま
したが、平成 25 年度より体育館でのサッカー・フットサルが禁止
となりました。理由としては体育館の破損が起こるためです。三
小以外の学校でも同じ状況のようです。
そこで、4 月からの練習会場は基本的には信夫ヶ丘緑地公園に移
して活動していきます。それに伴い注意事項がありますのでご確
認ください！
【注意事項】
① 駐車場の管理が盲学校の職員となり、16 時で施錠されるため
奥まで入れません。
② 外での練習となるため天候不良による中止も考えらえます。
事前の確認よろしくお願いします！

︻入園・入学シーズンの思い出︼
４月ということでコーチの入園・入
学時 のことを 振り返りた いと思 い
ます︒保育園〜小学校はよく覚えて
いないので︑中学からでご勘弁
を・・・︒
︹中学入学時︺
小学 校時代の スポ少で他 の学校 に
も友達がいました︒１番心に残って
いるのが︑野球部に入ろうと言って
いた 友達全員 とサッカー 部に入 部
したことです︵笑︶２つ上の先輩と
野球部に入る約束をしたのですが︑
選んだのはサッカー部でした︒コー
チも 含めほぼ サッカー初 心者の チ
ームでしたが︑強くなりました！
︹高校入学時︺
サッ カーを最 優先で高校 を選択 し
ました︒普通科の高校に行きたかっ
たのですが︑工業高校へ進学︒今で
は考えられない︑変形ズボン・学ラ
ンを 着た先輩 方にビビっ た記憶 が
あります︒サッカー部の先生同士が
知り合いだったため︑合格発表の前
日に合格を知りました・・・・︒
︹専門学校時︺
一般 受験は試 験がなく書 類のみ で
した︒高校時代︑大学か専門学校か
で悩んでいましたが︑先生に勧めら
れたのは仙台大と青森大学︵だった
ような︶︒体育教師が目標ではなか
ったので専門学校を選択しまし
た！ 学校まで片道５ｋｍの自転車
通学︑本気を出したら１５分くらい
で着いたことを覚えています︵笑︶

最近 では息子 と娘の入園 式には 出
られなかったので︑小学校の入学式
がチャンスでしょうか︒息子は３年
後ですが今から楽しみです︒お父さ
んも頑張らなければいけません
ね！

文章責任者 小野 亘
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〒9６０−０８０１
福島県伊達市霊山町掛田字中町 31−1 2F

ドリブルと 1 対 1 にこだわって活動を続けてきた結果スクール、
選手コース共に成果を得られてきたと感じています！
ここで、よりレベルアップするために『相手の隙を逃さない』
ということを意識してほしいと思います！相手をだます意識は
できてきたと思います！ただ、相手をだます目的とは何なの
か？だますことの利点はなんなのか？それは相手の状態を崩す
こと！相手の状態が崩れた一瞬を逃さずに突破にかかることが
必要になります！大切なことはしっかりだますこと、相手の状
態を観てボールを扱えること！顔を上げてボールを持つことが
必要不可欠ですね！だますことに加えその隙を逃さないことに
も焦点を当てて 1 対 1 やゲームをこなしていきましょう！

サッカー素人であっても『レアルマドリード』といえば誰もが
聞いたことがあるのではないでしょうか！？そんな世界最高ク
ラブである事件が起きたのです・・・・。
フランス代表にも名を連ねるベンゼマ選手が法定速度 100km/h
の道路を 216km/h で走行していたところを自動速度違反取締装
置により写真を撮られたとのこと。6 ヶ月〜12 ヶ月の懲役刑に
処される可能性もあるとか・・・。
それからしばらくすると、同じくレアルマドリードに所属する
マルセロ選手が免許証の点数がない状態で車を運転し、有罪の
場合は 6 ヶ月収監の可能性があるとのこと。ちなみにマルセロ
選手はブラジル代表です。超一流選手ともなれば高級車やスポ
ーツカーを乗り回すのでしょう。ただ、スピードの出しすぎに
は注意が必要ですね・・・・。
チャンピオンズリーグではマンチェスター
ユナイテッドを下し順調なレアルですが、
この先不安なニュースですね！
いろんな意味でレアルから目が離せません！

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。
3 月号間違い発見者
【テクニカル通信 vol.6 より】
『自分の身体動きで相手がバランスを・・・・・・』
『自分の身体の動きで相手がバランスを・・・・・・』
発見者：槇ゆうごくん
【選手コース募集中より】
『年度替わりを期にチャレンジしたいお子様・・・・・・』
『年度替わりを機にチャレンジしたいお子様・・・・・・』
発見者：槇ゆうごくん

文章責任者 小野 亘
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3 月は 6 年生最後の大会であるオノヤ杯県北サ
ッカー選手権が行われました！過去 2 年は震災
と天候不良により中止となり残念な思いをしま
した！今年こそはという思いで臨んだ大会で選
手達は本当に頑張ってくれました！
【結果】
vs1995 二本松 FC 2‑
0○
vs 本宮ブルー 4‑
3○
vs 伊達 FC 1‑
0
vsMOS アミーゴ 0‑
0 PK3‑
2○
vs 中央ドリマ JSC 0‑
1●
vs 岳下・杉田 A 2‑
0○ 第 3 位
今大会は暴風のため前半で中止となった初戦
や、3 失点でも負けなかったのは現チームでは
初（！？）
、準決勝の相手には夏完敗していまし
たが、あと一歩のところまで追いつめた選手
達・・・。とても良い大会になりました！
偉大な先輩に続けるように頑張っていこう！

いよいよ新シーズンのスタートです！今回のクイズはこちら↓
Ｑ．過去 5 年間のチャンピオンズリーグのうち、メッシ選手が
得点王に輝いた回数は何回でしょう！？
また、その合計点数はいくつでしょう！？
答えは ono@avanzare‑
sc.com まで！
※お手数ですが、携帯ではなく上記の PC 宛てに
お願いします(̲̲)
締め切りは 4/8（月）までです！どしどし応募して下さい！
【前節の結果】 サンフレッチェの試合予想でしたが・・・
開幕戦 サンフレッチェ広島ｖｓ浦和レッズ 1‑
2●
正解者 槇ゆうごくん
第 2 節 アルビレックス新潟ｖｓサンフレッチェ広島 1‑
2○
正解者 なし
【24 年度正解数ランキング】
第 1 位 津田たいがくん（4 勝）
第 2 位 谷口ゆうたくん、槇ゆうごくん（2 勝）

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。
さて、先月号で缶バッチのデザインを募集しましたところ、さ
っそくデザインを寄せてくれた子がたくさんいました。
力不足で完全に描いてくれたデザインを再現することはでき
ませんでしたが、私なりに一生懸命作らせてもらいました。たく
さんの応募があったために、まだすべてのデザインを缶バッチ化
して渡すことができていませんが、どんどん製作していくので、
デザインを寄せてくれたのにまだ缶バッチ化されていない子は、
もう少しだけ待っていて下さいね！
まだまだデザインを受付していますので、絵が得意な子も苦手
な子も積極的に応募してください。皆さんのイラスト、楽しみに
しています。

アバンツァーレホームページ http://www.avanzare-sc.com/

