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TEL:0120-019-578

（月曜日～金曜日／10 時～18 時まで）

アバンツァーレカップとは？
アバンツァーレカップとは？
クラブに在籍している全会員が一同
に集まって行われる
クラブ内最大のサッカー大会です。

日頃の練習の成果を最大限に発揮する場、そ
して何より、観戦・応援してくれる家族に成長
を披露する場でもあります。サッカー大会なら
ではの、勝利を目指して一生懸命ボールを追い
かける姿はとても感動的です。また、そんな子
供たちを応援する家族の声援で会場は熱気に包
まれます。試合を終えた子供たちの表情は様々
で、悔しくて涙するもの、勝って雄叫びをあげ
るもの、それぞれではありますが、勝敗を越え
た感動的なイベントでもあります。

1 月 22 日(日)に第 33 回アバンツァーレカップは、フットサル形式で行
いました！天候に左右されることもなく大会も大盛り上がり！
たくさんの選手たちが参加してくれたおかげでもあります。
残念ながらインフルエンザや胃腸炎など流行に逆らうことができず参加
できなかった選手もたくさん出てしまいましたが・・・。(
できなかった選手もたくさん出てしまいましたが・・・。(´;ω;｀)
次回のアバンカップも盛り上がること間違いなし！
第 34 回アバンツァーレカップの参加を楽しみにしていてください！
試合結果など詳細は、号外をご確認ください！
試合結果など詳細は、号外をご確認ください！

アバン選手コースの高橋りょうまくん（6
アバン選手コースの高橋りょうまくん（6 年生）と及川そら
くん（6
くん（6 年生）の 2 名が、1
名が、1 月 20 日～22
日～22 日開催のナショナ
ルトレセン東北に選出され、
ルトレセン東北に選出され、参加しました。宮城県内からは、
選出され、参加しました。宮城県内からは、
10 名のみの選出。そのうちアバンからは
名のみの選出。そのうちアバンからは 2 名の選手が選出さ
れました。おめでとう！同じクラブで一緒にサッカーを
れました。おめでとう！同じクラブで一緒にサッカーを
する仲間がいるからこその成果
する仲間がいるからこその成果でもあります。
成果でもあります。
アバンにはこれからの活躍が楽しみな選手
アバンにはこれからの活躍が楽しみな選手たち
これからの活躍が楽しみな選手たちばかり
たちばかり！
ばかり！
自分の夢を実現させるために頑張れ！

決勝戦は、
入場シーンから
セレモニーの
あいさつまで
公式戦と
公式戦と同様に
行いました。
入場曲も準備し、
ムードは最高潮
ムードは最高潮！
は最高潮！

来年度に向けて選手コースを募集します！
アバンツァーレのサッカースクールの会員の中から「もっとうまくなりた
い！」「本気で試合に出たい！」という向上意欲を持った子供達用のコース
です。日本サッカー協会に選手登録をして、小学生
年代のサッカー公式戦へ出場します。現在は、１年
生から６年生まで約 50 名で活動しており、宮城県
内ではトップクラスの実績を残しています。
スクール練習よりハイレベルな指導と、本気で勝利
を目指すチームワークは、選手コースでしか味わえ
ません。また、私たちの使命でもある、「プロサッ
「プロサッ
カー選手の輩出」を実現させるべくサッカーだけで
はなく「一流の選手になるための習慣」として、私
生活の部分でも高い意識
を保てるような取り組み
にも力を注いでいます。
必ず選手の成長を見るこ
とができます。
参加希望の方、詳しい内
容を知りたい方は各会場
コーチまでお気軽にご質
問ください。

〒981-1105

アバンツァーレ Jr サッカークラブ 宮城県仙台市太白区西中田 5 丁目 9-5-101
今月のクラブイベントは、2017
月のクラブイベントは、2017 年最初とい
うことで、OB
OB も含めてのイベントになりまし
うことで、
た。OB
た。OB 数人に声をかけ、Facebook
数人に声をかけ、Facebook でも案内を
したところ
したところたくさんの OB が集まってくれまし
た。もち
た。もちろ
もちろん、お父
ん、お父さんや
さんやお兄ちゃんも参加して
60 名以上の参加者
上の参加者で、イベントを実施
で、イベントを実施！
皆さんの協力のもと周辺
さんの協力のもと周辺の
周辺のゴミ拾い活動から
ゴミ拾い活動から
始まりました。アバンの卒業
まりました。アバンの卒業生ということもあっ
卒業生ということもあっ
て抵抗なくスムー
抵抗なくスムーズ
なくスムーズにできているのかなと感じ
ました。
その後
その後は、リ
は、リーグ戦からの順位決定
戦からの順位決定戦。まさに
順位決定戦。まさに
ガチンコ勝負
チンコ勝負でした。現役
でした。現役の高校
の高校生 vs 大人チー
ムは白
ムは白熱！小学生のみんなはもちろ
熱！小学生のみんなはもちろん、ジュニ
ん、ジュニア
ジュニア
ユースの選手たちも良
ースの選手たちも良い姿を見ることができた
のではないかと感じます。
白熱した勝負
熱した勝負がたくさんありましたが、笑顔
がたくさんありましたが、笑顔が
笑顔が絶
えない試合ばかりで、改
えない試合ばかりで、改めてサッカーの楽しさを
感じながらサッカーをしていたのかなと感じま
す！次回
す！次回のイベントもお
次回のイベントもお待
のイベントもお待ちしております！

●参加資格
参加資格
アバンに在籍
アバンに在籍する会員・保護者
する会員・保護者とご
護者とご兄弟
とご兄弟・
兄弟・
姉妹、お
姉妹、お友
、お友達も OK！
●会場：
会場：名取市室
名取市室内練習場
市室内練習場
●時間
●時間
２月 11 日（日
日（日）15:
15:00～17:00
※親子サッカーの
※親子サッカーの前
子サッカーの前にゴミ拾い活動を
ゴミ拾い活動を行
い活動を行います。
※イベント前
イベント前に、「リ
「リーダーシップ教育
ーシップ教育」の観
教育」の観点
」の観点か
ら利用する会場とその周辺
ら利用する会場とその周辺の
周辺の清掃活動を
清掃活動を行
活動を行います。
います。
ご理解の上、ご協力お
理解の上、ご協力お願
の上、ご協力お願いします。
いします。
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10 時～18 時まで

201７春
01７春季強化
７春季強化合
季強化合宿の申込み
申込みは、2
は、2 月中旬
月中旬からスタ
からスタート
します！選手コースを気になっている選手はもちろ
ろん、上
します！選手コースを気になっている選手はもち
達したい選手は、是非
達したい選手は、是非参加してください！
是非参加してください！
春季合
春季合宿は、試合・試合・試合の試合づ
は、試合・試合・試合の試合づくしで強化
くしで強化を
強化を計
っていきます。年度初め、まだまだ成長が必要
っていきます。年度初め、まだまだ成長が必要な選手たち。
関東圏のチームと試合をすることで、4
のチームと試合をすることで、4 月から新
月から新たに始
たに始
まる長いシーズ
まる長いシーズンを戦うための準備
ンを戦うための準備をしていきます！
準備をしていきます！
今回もスクール生は、5
もスクール生は、5 名程度にさせて頂
度にさせて頂きます。
ご不明なことがありましたら、お気軽に
不明なことがありましたら、お気軽に担当
なことがありましたら、お気軽に担当会場のコー
担当会場のコー
チにご質問ください。

201７年、春を先取りして、恒例
を先取りして、恒例の
恒例の企画、
企画、「お友達
「お友達・ご家族
友達・ご家族紹介
・ご家族紹介キ
紹介キャンペ
ーン」
ーン」を今回は１月からスタートします！期
を今回は１月からスタートします！期間は、3
間は、3 月 31 日まで。3
日まで。3
月は６年
月は６年生が
６年生が卒業
生が卒業する
卒業する別
する別れのシーズ
れのシーズン。練習
ン。練習もちょっ
練習もちょっぴ
もちょっぴり寂しくなって
しまいますね
しまいますね。しかし、春
しかし、春は出会いのシーズ
は出会いのシーズンでもあります！子供
ンでもあります！子供たち
子供たち
が今よりももっと楽しくサッカーができるように！アバンの練習
が今よりももっと楽しくサッカーができるように！アバンの練習を盛り
練習を盛り
上げるために！ぜひ
上げるために！ぜひ、
ぜひ、皆様の身近
様の身近な方でサッカーを
身近な方でサッカーを始
な方でサッカーを始めてみたいという
方がいらっしゃ
方がいらっしゃいましたら、ぜひ
いましたら、ぜひご
ぜひご紹介いただけませんでしょうか
紹介いただけませんでしょうか？
いただけませんでしょうか？
皆様のご協力
様のご協力が
協力が必要です。何
必要です。何卒
です。何卒よろしくお願
しくお願いいたします。
キャンペーン期間中にクラブへ入会
された場合、
「紹介した方」と「紹介
してもらった方」の両名には「クラブ

先月号の間違いは、３つありました(
先月号の間違いは、３つありました(´;ω;｀)
1 つ目は、取材を受けたコーナーに脱字が・・・。
「連絡」のはずが、
連絡」のはずが、「連」
「連」の
連」の一文字だけ。
2 つ目は、またまた、取材コーナーです。
「2 月号」
月号」のはずが、「2
「2 月後」となっていました。
後」となっていました。
3 つ目は、応募締
つ目は、応募締め
応募締め切り！
「1 月 10 日」を「12
を「12 月 10 日」の 3 つでした。
応募してくれた
応募してくれた
●尾立かいりくん
●中野ゆうすけくん
●尾立かいりくん
●中野ゆうすけくん
ありがとうござ
ありがとうございます！
今月もかわらばんの誤字・脱字・
今月もかわらばんの誤字・脱字・日時・数字の間
かわらばんの誤字・脱字・日時・数字の間
違いなどを見つけ、報告した会員にコーチからさ
さやかなプレゼント
さやかなプレゼントを
プレゼントをしたいと思います！
※申し込み方法はメール申込みのみ。
※口頭では受け付けません。また、文章表現の悪
さについてはご勘弁を
(^^;)

チームレプリカユニフォーム」をプレ
ゼントしちゃいます！しかも、今回
は、希望のユニフォームが選べてしま
う特別キャンペーン！期間限定の超
豪華特典をこの機会にぜひゲットし
てください！

みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。先日、自宅のポストにコストコの
チラシが入っており、1
チラシが入っており、1 日無料招待券がついていたので、初めてコストコに
行ってきました。日曜日だったこともあってか、とても混雑していて、入館
の手続きの列に３０分以上ならびようやく入館したものの、時間がおそくな
ったこともあり、結局何も買わずに１０分位店内を見てすぐに出てきまし
ったこともあり、結局何も買わずに１０分位店内を見てすぐに出てきまし
た。噂には聞いていましたが、分量がとても多いため、4
た。噂には聞いていましたが、分量がとても多いため、4 人家族の我が家で
はとても消費できる分量ではなかったのです。商品によっては価格は安いも
のの、冷凍庫で冷凍するにしても量が多すぎて、我が家の生活スタイルには
ちょっと合わないなぁ・・・といった感じでした。
写真のケーキは大きさが４０センチ×３０センチ
くらいはあるのですが、価格は税込２３８０円と
いう激安価格でした。（食べてはないので味はわか
りません。）１回、行ってみたいとは思っていたの
で、無料で行くことが出来てよかったです。ちょ
で、無料で行くことが出来てよかったです。ちょ
うど、私の誕生日の出来事だったので、コストコ
からのちょっとした誕生日プレゼントでした。

