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今年の 夏季強化合宿 は、８月１日（ 水）～
３日（ 金）秋田県エ スポルチ秋田グ ラウン
ドで実施します！
夏季キ ャンプは秋保 で実施！前年度 より１
２０％楽しさ、充実度アップ！
２０１ ２年夏、いつ までも語り継が れる、
伝説の夏休みにしよう！

＜クラブからの約束＞
① 子供達の自主性や個性を尊重します。
② 仲間で 助けあい、共に楽 しむ、共に考え 、共に
勝つ環境を与えます。
③ 「やればできる」あきらめない心を育みます。
④

宿題を
忘れず
に！

２０１２年 、最高の思い出をみんなで作ります。

次回は ７月～８月夏季 スク
ールリーグを開催します！
次回は 賞状だけでなく 、お
楽しみ プレゼントも企 画し
てますよ！
そして ９月は第２４回 アバ
ンカップ開催予定！
絶対負 けられない戦い がそ
こにはある！

車 の下まで
も ぐりこむ
強者も！

今回 のゴミ拾 いは、６ 月９
日（土）９: ００から開催し
まし た！ＭＶ Ｐは為永 じゅ
んくん！（小学５年生）
雨の 中、コツ コツとゴ ミを
拾い、やりとげました！
毎回 目につく のはタバ コの
吸い殻。
子供 たちの一 言「タバ コの
吸い 殻を拾う なら高級 車の
下がねらい目」(-_-;)

「漢字王は誰だ！」
１位：勝山しゅんぺい ９０点
２位：三浦こう ８０点
３位：高橋かける ７５点
「空きマス計算スピード王は誰だ！」
１位：三浦こう（２回目）高橋たくみ
２位：為永じゅん（２回目）三浦こう
３位：高橋たくみ（２回目）為永じゅん
「なぞなぞ早押し選手権」
１位：三浦こう
２位：勝山しゅんぺい
３位：早坂ななせ

アバンツァーレホームページ

アバン頭脳王 三浦こう（小５）
こう君をはじめ、入 賞したみんなに
も、たくさんの景品 をプレゼントし
ました！
はじめてのイベントでしたが 、結構
盛り上りました！またやります！

http://www.avanzare-sc.com/

月曜・泉会場
低学年 優勝チーム：ドルトムント
ＭＶＰ：乙黒りょう（小３）
高学年 優勝チーム：けんとＦＣ
優勝チーム：バナナーズ
ＭＶＰ：高橋いっせい（小５）
月曜・太白会場
低学年 優勝チーム：くろごま
ＭＶＰ：鈴木りおう（小２）
高学年 優勝チーム：セルコホームⅡ
ＭＶＰ：菅原りん（小４）
火曜・太白会場
低学年 優勝チーム：イーグルス
ＭＶＰ：並木ゆう（小１）
中学年 優勝チーム：佐々木
ＭＶＰ：佐々木ひろき（小３）
高学年 優勝チーム：ゼウスアマゾン川
ＭＶＰ：富所ゆうと（小６）
金曜・太白会場
低学年 優勝チーム：ブラジル
ＭＶＰ：佐々木たいち（小１）
中学年 優勝チーム：惑星バルセロナ
ＭＶＰ：清野あゆむ（小４）
高学年 優勝チーム：サッカーフレンズ
ＭＶＰ：大類かける（小６）
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アバン太白会場
仙台ＳＣキャプテン
佐々木翔太（小６）

〒981-1105
宮城県仙台市太白区西中田１-２０-７

ジュニアＳＣキャプテンにインタビュー。
●全少を終えての感想は？
「もっとや れたかもしれない。チ ームの実力を出し切
れなかったのが残念です」
「自分はベ ンチが多く悔しい思い もしましたが、みん
なで戦えた」
●次の目標は？
「河北杯優勝！」
「スタメンをとる！」
●仲間にメッセージ！
「みんなありがとう。最高の仲間に出会えて良かった」

TEL
022-242-9966

（月曜日～土曜日）
１０時～１９時まで

ジュニアトッ プチームは、休む間もなく、河
北杯、ベガル タ杯、バーモンドフットサル大
会と続きます 。他のカテゴリーも、４年生大
会、３年生大 会、夏の遠征先での大会と目白
押し。ジュニ アユースは河北杯・中学生の部
（去年は準優 勝）今年はリベンジ！ジュニア
とのダブル優勝を狙います！
試合観戦、選 手コース体験のお問い合わせは
大兼久まで！０９０-４５５０-６３９４

参加者 全員にささや かな
プレゼント！
正解者 には、豪華な プレ
ゼントが！
（正解 者多数の場合 は抽
選とさせて頂きます）
アバン会員から（ご家族、卒業生も含め）
１００件をこえる応募がありました！
ありがとうございます(^o^)／
勝ち残ったベスト４チームの応募状況です。
・スペイン：２８名（前田総監督含む）
・ドイツ：２３名（畠山コーチ含む）
・ポルトガル：４件（小野コーチ含む）
・イタリア：２件（源晴コーチ含む）

敗者復活ユーロ２０１２予想クイズ
応募締め切りは７月１日（日）深 夜３:３０頃 、
決勝キックオフ直前、下記のアドレスまで！
ohganeku@avanzare-sc.com
「会員名 」
「決勝スコア」 （例：２－１スペイ
ン優勝）をメールしてください！

決勝は７月１日です！どうなる！？

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「何か」プレゼントしたいと思います！
目的は、文章ミスを減らすため、 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です！
もちろん、コーチは１００％間違えないつもりです。
※申込み方法はメール申込みのみ。
※口頭では受け付けません。
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい(^_^;)
o hganeku@avanzare- sc.com
※同じ間違いの場合は先着順です。
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佐々木しょうた君（小６）
しょうた君には、発見第二号とし
て特別に外国製のアディダス・ユ
ニフォーム、パンツ、ソックス、
一式をプレゼントしました！

そ っ こう で
見 つ けま し
た！
余裕です！

こんにちは。
事務局の佐藤です。
今月は事務局よりこの場を
借りて注意喚起をさせて頂
きます。
毎年この時期になると、
ご自宅や学校などスクール
練習中以外での怪我が多く
なるようです。
ロンドンオリンピック、野球のセ・パ交流戦、サ
ッカーの欧州選手権など様々なスポーツイベントが
行われていることからもわかるように、暑くなり活
発に体を動かす機会が増えるため、それに伴って怪
我をすることが多くなるのではないかと思います。
もちろん体を動かして汗をかくことはとても良い
ことだとは思いますが、怪我をしては元も子もあり
ません。暑くなったからといって油断せずに、ちゃ
んと準備運動などを行って体を温めてから激しい運
動をするように気を付けてください。
また、怪我だけでなく、熱中症にも気をつけなく
てはいけない時期です。体を動かす際は水分補給を
こまめに行うようにしてください。
私 たちも 練習の 際は充 分注意 を行っ ております
が、ご自宅でのお声掛けもよろしくお願いします。

これは、前々から温めていた企画です。アバンカップなどの参加
賞として製作した「アバン特製缶バッチ」
これを色々なデザインのものを製作し、
ことあるごとに会員の皆様に景品や賞品
としてプレゼントしたいと思います。
コレクション性を高め、
「集めること」を
楽しめるようなエンターテイメントにしたいのです。
ちなみ にコーチは子供 の頃「切手集め 」に夢中でした 。
「筋肉マ
ン消しゴム」や「ビックリマンシール」もしかり、男の子は特に
そんな「コレクション」が大好きです。限定もの、レアものを作
ったりなんかして。コーチの趣味も入ってしまっていますが・・・、
どうです？ ワクワクしませんか？

間違いは６月号の『あばん裏ばん』
から！
よりによって『かわらばん間違い探
し』の説明文から見つかりました。
５ 月号か ら間違 い探し がはじ まっ
ているにも関わらず、「今月号から
スタート」と書かれていました！

http://www.avanzare-sc.com/
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