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高校での活動がスタートした卒業生たち。１年生ながらＢチームスタートをきった選手もい
るようです。先日もさっそく、卒業生同士で交流試合
先日もさっそく、卒業生同士で交流試合をした
るようです。
先日もさっそく、卒業生同士で交流試合をしたそうで今後のサッカー生活が
をしたそうで今後のサッカー生活が楽し
そうで今後のサッカー生活が楽し
みだそうです。今後の活躍も期待ですが、これまでの
みだそうです。今後の活躍も期待ですが、これまでの卒業生の
。今後の活躍も期待ですが、これまでの卒業生の例から、
卒業生の例から、宮城
例から、宮城県内の
宮城県内の学生を紹介
県内の学生を紹介
する『Standard
する『Standard（スタンダード）
Standard（スタンダード）宮城
（スタンダード）宮城』
宮城』でも彼らを
でも彼らを目にする日がくることでしょう
彼らを目にする日がくることでしょう。
目にする日がくることでしょう。
また、進学先リストにあ
また、進学先リストにある
進学先リストにある東北学院
東北学院榴ヶ岡高等学校
学院榴ヶ岡高等学校は
榴ヶ岡高等学校は畠山コーチと同じ大学の同期
畠山コーチと同じ大学の同期がコーチ
同期がコーチ
を務め、
を務め、アバンと交流
アバンと交流の
交流のあるチームで、アバンの選手に毎年興味を持ってくれ
あるチームで、アバンの選手に毎年興味を持ってくれてい
、アバンの選手に毎年興味を持ってくれています。
ています。選手
ます。選手
のほとんどが学院大学に進学するほど勉学にも
のほとんどが学院大学に進学するほど勉学にも力を入れてい
力を入れている学校
入れている学校なので活躍の場を広く頑
る学校なので活躍の場を広く頑
張ってもらいたいものですね。
１年生のみんな、活
１年生のみんな、活動が始まりました
ね。学校とクラブ活動の両立はどうです
か？大変ですが頑張りましょう。
か？大変ですが頑張りましょう。
また、平日の練習はそれぞれの会場に
分かれ２年生・３年生と共に良い時間を
分かれ２年生・３年生と共に良い時間を
過ごし、己を磨いてください。
さて、今日までみんなと練習を共にし
た中でコーチ
た中でコーチがみんなに
コーチがみんなに思うことがあ
がみんなに思うことがあ
ります。それは、みんな仲が良い。
しかし、それが原因で対人メニュー中
しかし、それが原因で対人メニュー中
「これぐらいで」という雰囲気に陥
ることがあります。それは本気でやり合
っていないということです。本気で一人
っていないということです。本気で一人
ひとりが戦えるようになるにために、も
っと本気でやり合うべきだと思います。
っと本気でやり合うべきだと思います。
また練習中にコーチング等の声も必
要です。励みあい、
要です。励みあい、味方に
励みあい、味方に考えを投げか
味方に考えを投げか
け、自分のサッカー観を伝えるといいで
す。
そうやってチーム力を上げ、戦える集団
になりましょう。

ＨＰは「アバンツアァーレ」で検索できます！

１年生もリーグ
年生もリーグ戦
リーグ戦が始まります、すご
く楽しみですね。
このＵこのＵ -１３リーグとは
１３リーグとは前期は９人制で
ーグとは前期は９人制で
す。フルコートよりやや狭めで行われ
す。フルコートよりやや狭めで行われ、
行われ、
今までよりも広いコートで運動量が上が
今までよりも広いコートで運動量が上が
り、大きく展開するキックが蹴れるか
り、大きく展開するキックが蹴れるか、
大きく展開するキックが蹴れるか、
守備を連続できるか、その中でフィニッ
守備を連続できるか、その中でフィニッ
シュ場面を作り
シュ場面を作り決めることができるか、
作り決めることができるか、
といった小学生時代とは違うサッカーへ
近づきます。
近づきます。
後期は１１人制です。身体的・体力的、
知識など前期で積み上げてきたもの
知識など前期で積み上げてきたものを
きたものを人
数が増え選手
数が増え選手同士の距離感が
選手同士の距離感が近い中で実
同士の距離感が近い中で実
践していくわけです。
また、９人制より１人あたりのボール
を触る回数が減ります。
を触る回数が減ります。そこで
す。そこで選手に求
そこで選手に求
められるのは状況を把握する判断
められるのは状況を把握する 判断力で
判断 力で
す。
このリーグの後は２年生と共に戦う「新
このリーグの後は２年生と共に戦う「新
人戦」です。
それまでに最高の準備を
それまでに最高の準備をしていき
準備をしていきましょ
していきましょ
う。

・仙台城南高等学校
・榴ヶ岡高等学校
・仙台西高等学校
・仙台東高等学校
・東北学院高等学校
・東北高等学校
・聖和学園高等学校
・宮城広瀬高等学校
・宮城県塩釜高等学校

４名
２名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

中学生期
中学生期になると、
になると、自分の考えを親や
大人に伝えること
大人に伝えること、感情を表すことに
伝えること、感情を表すことに抵
、感情を表すことに抵
抗が出てきます。
てきます。上手くコ
上手くコミュニケ
ュニケーシ
ョンがとれないことへの
ンがとれないことへのイ
へのイライラ、人に
対しての態度
対しての態度も
態度も心の揺れ幅が大きく、些
が大きく、些
細 なことに
なこと に 不満を持
不満 を持つ
を持 つ 時期でもありま
時期 でもありま
す。
そのため、クラブでは多
そのため、クラブでは多感な時期にあ
る選手と共に「リーダーシッ
る選手と共に「リーダーシップ教育
「リーダーシップ教育に力
プ教育に力
を注いでいます。サッカー以外
いでいます。サッカー以外の場面で
以外の場面で
も自分の行動に責任
も自分の行動に責任を持てる大人に
責任を持てる大人に成長
を持てる大人に成長
できるように「考え」と「行動」が身に
できるように「考え」と「行動」が身に
つくような教育
くような教育に
教育に取り組んでいます。先
日、参加
日、参加してもらった
参加してもらったゴミ拾
してもらったゴミ拾い活動、
ゴミ拾い活動、整
い活動、整
理整頓など、人があまり
理整頓など、人があまり好
など、人があまり好まない所
まない所にこ
そ、人間性
そ、人間性を高めるチャ
を高めるチャンスがあると信
ンスがあると信
じ、選手たちと一緒
じ、選手たちと一緒に活動しています。
また、
また、テクニカルスクールの中でも年
クニカルスクールの中でも年
上の子
上の子が年下の子や、新しい仲間たちに
「教える」というのも特徴
える」というのも特徴です。
特徴です。困
です。困って
いる人がいたら助
いる人がいたら助けるという「気づかい」
もリーダーシップ教育
もリーダーシッ プ教育には
プ教育 には欠
には 欠 か せ ま せ
ん。
私たちクラブ指導者
たちクラブ指導者も
指導者も「どんな人でも
成長すると
成長すると信
すると信じ、能
じ、能力を否定
力を否定する
否定する発言
する発言は
発言は
しませ
しません。その人が成長
ん。その人が成長する
成長する仕組
する仕組みを
仕組みを全
みを全
力で考え実行します」という信条
力で考え実行します」という信条のもと
信条のもと
選手と共に活動していきます。
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選手が今まで取
選手が今まで取り組んできたことの一つ
んできたことの一つである「報告
である「報告メール」
報告メール」
を２．
．３年生は新しい形
を２
３年生は新しい形でスタートしようと思います。
これまでは１日の中で自宅
これまでは１日の中で自宅学習・自主
学習・自主練習・アバンでの活動
を何分やったか、それにつ
分やったか、それについて自分で評価
いて自分で評価を
評価を下すこと。その日
１日何
１日何を食べたか。そして最後に１日のコメントを
べたか。そして最後に１日のコメントを書
日のコメントを書く。
４月３日（日）より
４月３日（日）よりＭＪ
３日（日）よりＭＪリーグが開
ＭＪリーグが開幕
リーグが開幕しました。初
しました。初戦はＦＣ
戦はＦＣみ
ＦＣみ これを毎日報告する
報告する形
する形にしてありましたが、これを第
にしてありましたが、これを第２週と第
やぎ。セカンドチームとはいえ相
カンドチームとはいえ相手は強豪
手は強豪、
強豪、苦戦が予想
戦が予想されまし
予想されまし これを毎日報告
４週の
の
月曜日に
日に報告
報告メールを行うということに変えます。
メールを行うということに変えます。
４週
月曜
日に
報告
たが熱
たが熱い試合展開で２－
い試合展開で２－２の引
２の引き分け。
理由としては、毎日ではどうしても機械
としては、毎日ではどうしても機械的に業務的に行うだけ
機械的に業務的に行うだけ
第２節はｖｓ八木山中学校、あた
ｖｓ八木山中学校、あたふ
山中学校、あたふたするも前半
たするも前半で３－０
で３－０とし
－０とし 理由としては、毎日ではどうしても
になってしまいその日の振
になってしまいその日の
振
り
返
りがその日限
りがその日
限りで終
りで終わってしま
後半は全員を試合に
全員を試合に出
を試合に出すこともできた中での勝利
すこともできた中での勝利。
勝利。
うこと。恐
うこと。恐らく３日前、４
らく３日前、４日前自分がどんなことを感じたのか
そして第
そして第３節のｖｓＦＣ
ｖｓＦＣフ
ＦＣフレスカは０－５
スカは０－５と
０－５とショッキングな は忘れてしまっていることでしょう。
スコアで敗
スコアで敗戦を喫
戦を喫しました。前日から厳
しました。前日から厳しい戦いになるだ
しい戦いになるだろうと 前日のメールを開いて編
編集画面から日付
面から日付や必要項
や必要項目を変更
目を変更し１
伝えてありましたが、ここまで差
伝えてありましたが、ここまで差があったのはかなりの誤算
があったのはかなりの誤算で
誤算でし 前日のメールを開いて
日の感想
想
を
記
入する。学校、塾
塾
、自宅
宅
での勉強
強
、サッカーの練
日の感
入する。学校、
、自
での勉
た。
or 試合を終
試合を終えた選手にとっては決して楽なものではないは
ただ、終
ただ、終わったあと選手も理解
わったあと選手も理解していましたがこれでアバンの
理解していましたがこれでアバンの ず習です。せ
せっかく毎日の努
です。
っかく毎日の努力がＰＣ
力がＰＣや
ＰＣや携帯の
携帯のデータには残
ータには残って
進むべき方向
べき方向がはっきりしたのではないでしょうか？？
も、自分の成長
も、自分の成長には
成長には繫
には繫がりづらいのではないかと思います。
これから自分たちのスタイ
これから自分たちのスタイルに自信
ルに自信を持てるように進めてい
そこで２週
そこで２週間ごとにすることで、２週
間ごとにすることで、２週間を振
間を振り返って自分の
きます。チームはまだまだ初
ます。チームはまだまだ初期段階もクリアしていま
段階もクリアしていませ
もクリアしていません。これ 反省、
、
成長、そこで
、そこで見
見
えた課題
課題を
を
書
いてもらい、また次
次の２週
反省
成長
、そこで
えた
課題
いてもらい、また
の２週
から真価
から真価を
真価を発揮していきます。
発揮していきます。
間をどうしていくかを記
間をどうしていくかを記入するという形
入するという形にします。
ＭＪリーグ
ＭＪリーグ 3 試合を終
試合を終えてみての感想
えてみての感想は手応
は手応
えがあるということです。
えがあるということです。特
ことです。特にＦＣみや
ＦＣみやぎ
みやぎ戦
では先制をされたが追
では先制をされたが追いついて引
いて引き分けとい
う結果でした。でも、
結果でした。でも、逆転
でした。でも、逆転をしたが
逆転をしたが追
をしたが追いつか
れたのでそこの集中を切
れたのでそこの集中を切らさないというのが
課題です。フ
課題です。フレ
です。フレスカ戦では２
スカ戦では２点、３点取られ
点取られ
るとチームの雰囲気、テ
るとチームの雰囲気、テンショ
ンションが落
ンが落ちてい
って点
って点数を続けて取
数を続けて取られることがありまし
られることがありまし
た。何点取
た。何点取られても
何点取られてもテ
られてもテンショ
ンションを落
ンを落とさず
とさずに
諦めず、試合が終
、試合が終わるまで続けら
わるまで続けられるようにしたらいいと思い
ます。そして個
ます。そして個人としてはシュートを決めきることです。まだ、
ＭＪリーグでは
ＭＪリーグでは点
を決めていなくて決めきるところを決めきれ
リーグでは点を決めていなくて決めきるところ
ていないので、早
ていないので、早いうちに決めたいです。
いうちに決めたいです。
クラブユ
クラブユースの意
ースの意気込みは去
みは去年の結果
年の結果より上の
結果より上の結果
より上の結果を
結果を出すこと
です。去
です。去年の３
年の３年生はみんな憧
年生はみんな憧れている存在
れている存在でその先
存在でその先輩達
でその先輩達を
輩達を越
すことを目標
すことを目標にやりたいです。その中で自分も存在
にやりたいです。その中で自分も存在感を
存在感を出
感を出して
プレーできるようにしたいです
（佐藤里央 ２年）
プレーできるようにしたいです
今のＭＪリーグの状況は
ＭＪリーグの状況は１
リーグの状況は１勝１敗１引き分
けです。やや厳
けです。やや厳しい戦いが続いて
しい戦いが続いていますが
が続いていますが
勝負はこれからだと
勝負はこれからだと僕達
はこれからだと僕達は思って
僕達は思っていま
は思っています。
います。
これから先もっと厳
これから先もっと厳しい戦いがあると思い
ますが１
ますが１つ１つの試合を無駄
の試合を無駄には
無駄にはせず勝
にはせず勝ち
せず勝ち
にこだわってやっていきたいと思います。
またチーム全
またチーム全体としてはまだまだ
体としてはまだまだ課題
まだ課題や
課題や改
善点などはあるがその
善点などはあるがその課題
などはあるがその課題や
課題や改善点をその
改善点をその
ままにせず
ままにせず日
せず日々チーム全
チーム全体で成長
体で成長していきたいと思います。
成長していきたいと思います。
【クラブユ
クラブユース選手
ース選手権
選手権リーグへの意
リーグへの意気込み】
僕達がクラブ
僕達がクラブユ
がクラブユースでまず
ースでまず１番に目指
に目指しているものは東北大会
出場です。去
場です。去年行けなかったクラブユ
年行けなかったクラブユースの東北大会出
ースの東北大会出場を今年
は行きたいと思っています。
は行きたいと思っています。ただクラブユ
ただクラブユースの東北大会はそう
ースの東北大会はそう
簡単に行けるようなとこ
簡単に行けるようなところ
に行けるようなところじゃないと思っています。これまでの
ないと思っています。これまでの
ＭＪリーグや練習、
ＭＪリーグや練習、練習試合などの試合を大事
練習試合などの試合を大事にしてクラブユ
にしてクラブユー
ス東北大会出
ス東北大会出場を目指
場を目指してやっていきたいと思います
してやっていきたいと思います。
ます。
（渡邊大
渡邊大夢 ３年）

注：楽にしたのではなく、より考えてもらうためです。

今回のテ
今回のテクニカルレポ
クニカルレポートは
レポートは攻撃
ートは攻撃面の
攻撃面の課題
面の課題に
課題についてです。
攻撃の原
攻撃の原則
の原則は幅、深さ、突破、コンビネーション
幅、深さ、突破、コンビネーションであり、
４つ揃っていないと
４つ揃っていないと攻撃
っていないと攻撃が上手くいかないということです。
攻撃が上手くいかないということです。
今のチームは手詰
今のチームは手詰まりになることが非常
まりになることが非常に
非常に多いです。原因は幅
いです。原因は幅
を取れずボールをもらう時には相
ボールをもらう時には相手のプレ
手のプレッシ
プレッシャ
ッシャーをすぐ
ーをすぐに受
けてしまうこと。次
けてしまうこと。次に幅を取れたとしても深
れたとしても深さが足
さが足りない、ま
たは逆
たは逆に取りすぎ
りすぎてしまいボールを上手く前に運べないこと。
この状態
この状態から突破
から突破に入ってしまうので
突破に入ってしまうので相
に入ってしまうので相手にすぐ捕
手にすぐ捕まえられ
ぐ捕まえられ
ます。そしてコンビネ
ます。そしてコンビネーシ
ビネーショ
ーション（主
ン（主にワン・ツー）が極端
ー）が極端に
極端に少
ないのでパ
ないのでパスが人から人へと渡
スが人から人へと渡るだけで終
るだけで終わってしまいます。
下の図の赤チームのように幅
チームのように幅と深さを取
さを取ればボールは前に進め
ますね。そうすれば右
ますね。そうすれば右サ
ば右サイドの選手は広いスペ
ドの選手は広いスペースで突破
ースで突破、
突破、左
サイドではコンビネ
ドではコンビネーシ
ビネーショ
ーションが生まれます。これをまず
ンが生まれます。これをまずは修得
しましょう。

ＨＰは「アバンツアァーレ」で検索できます！ 文章責任：畠山明人 hatakeyama@avanzare-sc.com ・村上優太 murakami@avanzare-sc.com

