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県大会予選リーグ
vs わかくさ（長井地区２位） 10-1 勝ち
vs レッドライオンズ（米沢地区３位）５-１ 勝ち
県大会決勝トーナメント
1 回戦 vs 若浜 SSS（酒田地区１位） 3-1 勝ち
準決勝 vs 浜田 SSS（酒田地区３位） 0-3 負け
３位決定戦 vs 松原 SSS（酒田地区２位） 3-1勝ち

★★山形県大会第３位！★★

選手コースとは、日本サッカー協会にチーム登録しているチ
ーム「アバンツァーレ山形 SC」に選手登録し、活動するこ
とです。平日はアバンのスクールで技術を磨き、週末はチー
ムとしての練習や試合に参加します。選手コースへの体験は
自由です。スクール所属の会員でしたら誰でも参加できます。
選手コースに興味があるキミ！この機会に選手コースの活
動を体験してみませんか？参加条件は「ヤル気」があるこ
と。頑張れる選手を待っています！！

◎対象：アバンツァーレ会員の１年生〜6 年生
◎日時：１１月の下記日程
３日（祝・木） 13：00〜15：00（県総合運動公園）
→アバン杯（低学年の部）終了後に実施
５日（土） 12：30〜14:00 （クラッキ）
１９日（土） 12：30〜14：00 （クラッキ）
※３回の練習に参加できます 。

◎持ち物：サッカー道具一式
詳しくは、同封の「選手コース体験会のお知らせ」をご覧
いただくか、直接コーチまでご連絡ください！

いよいよアバンツァーレカップが開催されます！
どんな戦いが繰り広げられるのか！？コーチはと
っても楽しみです！今年も、サッカー専門店の「辻
スポーツ」様よりみんなへ素晴らしい参加賞いただ
きました！これもまた楽しみですね！あとは天気
が良くなることを祈るのみ！みんなの笑顔あふれ
るプレーを楽しみにしています！！

皆さんこんにちは！
土井コーチです︒
いよいよ
月に突入します
ね︒早いもので今年もあと２ヶ
月︒時間はあっという間に過ぎ
てしまいますね︒
ということで︑やれることを
今やろうと︑休みの日は家の片
付けに手を付け始めています︒
特 に 洋服 の整 理に 力を いれ て
います！と言っても︑タンスや
クローゼットの中は︑娘と嫁の
服でほぼ占領されている状況︒
タ ン スの 中の 僕の 洋服 たち は
肩 身 の狭 い思 いを して いる よ
うです︵笑︶︒
な ん とか スペ ー スを 確保 し
ようと︑嫁の服︵あまり着てい
ないもの︶を﹁いらないでしょ
〜﹂と軽い気持ちでゴミ袋へ入
れ た 瞬間 ！メ チャ メチ ャ怒 ら
れてしまいました︵涙︶
話を聞くと︑まだ着るチャン
スがあるから︑今はとっておう
と い うこ とで した ︒女 性の 物
を︑男性の基準で処分したりす
る こ とは トラ ブル の原 因だ と
つくづく感じた瞬間でした︒
ち ょっ と早 めに 身の 回り を
大掃除してみると︑意外とスッ
キ リ しま す！ 保護 者の みな さ
まも︑もちろん子供たちも年末
の 忙 しい 時期 に入 る前 の大 掃
除 を 試し てみ ては いか がで し
ょうか？
ただし︑良かれと思って相手
の も のを 勝手 に処 分す ると 大
変 の こと にな って しま いま す
ので︑僕は確認しながらの片付
けをオススメします︵笑︶
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11 月 23 日(祝・水)
「第４回ミニアバンカップ」開催！
●会場 山形市 ヒルズサンピア体育館
●日程 11 月 23 日（祝・水）
●時間 幼〜6年 13：00〜14：30
●参加費無料／参加自由
※参加者は会場にて確認します。

※室内でのイ ベン トなので、 室内用シ ュー
ズ（上履きなど）を必ずお持ちく ださい！
会員のお友達やご 兄弟の参加も大歓迎！
みんなを誘っ て 遊びに来て 下さい！
※参加者は全員クラブのスポーツ
イベント保険に加入しています。

クラブイベントは、アバン会員はもちろん、会員
以外のお友達や、ご兄弟の皆様も参加できるお楽
しみイベントです！ぜひお気軽にご参加くださ
い！皆様のご参加お待ちしています！by 土井コーチ

この度、アバンツァーレ公式の携帯サイトが開設しました！練習日程
表が確認しやすくなったとともに、いろいろな機能満載！是非ご確認
してみてください！下記の QR コードからサイトへアクセスできま
す！また、クラブ公式ホームページも充実してきました！今回は新し
くパソコンからクラブ会報誌「アバンかわらばん」を閲覧できるよう
になりました！今後もより見やすく、使いやすいホームページにして
いきたいと思います！皆様、是非ともチェックしてください！！

夏休みの『夏季強化合宿』に引き続
き 12 月 28 日〜12 月 29 日の日
程で『冬期強化合宿』を開催しま
す！
合宿地は、栃木県の那須スポーツパ
ーク！コーチも何度か行ったこと
がありますが、天然芝のサッカー
場、そしてフットサルコートも完備
された最高の環境です！詳しいご
案内は 11月の練習時にお手紙を配
布しますのでご確認ください！こ
の冬、強化合宿でさらなる成長を遂
げよう！参加お待ちしています！

毎週木曜日に練習を実施しています「ヒルズ
サンピア会場」ですが、11 月から 3 月末ま
での期間、体育館、トレーニングスタジオの
照明設備の使用ができないため、練習の実施
曜日を変更させていただきたいと思います。
照明が使用できない理由としましては、

①今回の大震災で 施設の電力の使用
制限がかけられてしまった。
②10 月からオープンするスケート場にほ
とんどの電力が使用されてしまうため
照明の使用ができない。
との説明でした。何度も施設担当者の方と協
議を重ねましたが、結論は同じで曜日変更せ
ざるをえない形となってしまいました。みな
さまには大変ご迷惑をおかけし申し訳ござ
いません。何卒ご理解下さいますようお願い
致します。また、曜日の変更で練習に参加が
できないと言う方は、山形地区担当の土井ま
でご連絡下さいますようお願い致します。

クイズへの応募は、過去最
高の４７名！厳正なる抽選
の結果、選ばれた幸運の持
ち主はこの２人です！お
めでとうございます！！
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