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全国大会出場を目指し、日々トレーニングを積
全国大会出場を目指し、日々トレーニングを積
んで挑んだバーモントカップ。気温が高い夏の
体育館で、１日４試合というハードスケジュー
ルの中、本当に頑張りました！結果は準優勝！
山形県２位で 11 月の東北大会出場を決めまし
た！全国大会に行けなかった悔しさを、東北大
会にぶつけよう！応援よろしくお願いします！

辻スポーツ杯Ｕ10
辻スポーツ杯Ｕ10（
10（4 年生以下）サッカー大会山形県大会が米
沢にて開催されました！アバンツァーレ山形ＳＣは見事グルー
プ優勝！同組ではモンテディオ山形庄内とも対戦し、選手たちは
プ優勝！同組ではモンテディオ山形庄内とも対戦し、選手たちは
良い経験ができたようでした！真夏の暑さの中、最後まで走りぬ
良い経験ができたようでした！真夏の暑さの中、最後まで走りぬ
いた選手たち。これからもっともっと逞しく成長していこう
た選手たち。これからもっともっと逞しく成長していこう！
いこう！

毎日暑くて嫌になっちゃいそうです
毎日暑くて嫌になっちゃいそうです
ね！そんな中でも子供たちは、汗を
かきながら元気にサッカーを楽しん
でいます！ここで 1 つ皆様にお願い
です。熱中症対策のために、各練習
です。熱中症対策のために、各練習
会場に参加する際
会場に参加する際に
する際に、必ず「氷」の
ご持参をお願いしたいのです。氷は
ご持参をお願いしたいのです。氷は
、ペットボトルに水を入れたものを
凍らせるだけでＯＫです。簡単です
が、これが意外と使えます！ご協力
お願いします！

みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。先日
みなさん、こんにちは。事務局の佐藤です。先日、引越しをした
先日、引越しをした
のを機にベランダで家庭菜園を始め、ミニトマト、ナス、キュウ
のを機にベランダで家庭菜園を始め、ミニトマト、ナス、キュウ
リ、などなど色々な野菜を植えました。今まで観葉植物すら育て
たことがなかったのですが、実際にやってみるとそれなりに植物
に愛着もわき、種から育てた野菜も無事に芽を出しました。育て
たキュウリの苗が一つ余ったので、ひそかに事務局の裏手の畑に
たキュウリの苗が一つ余ったので、ひそかに事務局の裏手の畑に
も植えてみました。人生初の家庭菜園ですが、無事においしい野
菜を収穫できるように愛情いっぱいに育てたいと思います。

今回おススメする美味しいものはコチラ！コン
今回おススメする美味しいものはコチラ！コン
ビニで見つけました！ぺヤングの「にんにくカ
「にんにくカ
ビニで見つけました！ぺヤングの
レーヌードル」172
レーヌードル」172 円
（税込）！にんにく好き
（税込）！にんにく好き
にはたまらない香りが
にはたまらない香りがカ
レーのスパイシーさと
レーのスパイシーさと相
さと相
乗効果が働き、予想以上
乗効果が働き、予想以上
の食欲がわいてきます！
とっても美味しい一品、
とっても美味しい一品、
お弁当のお伴にいかがでしょうか？
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7/2 に皆様へメールの一斉送信を実施させていただきました。無事、メー
に皆様へメールの一斉送信を実施させていただきました。無事、メー
ルが届いているなら良いのですが、送信したアドレスからエラーメールが多
数届いている状況でもあります。また、アドレスの「＠」直前
数届いている状況でもあります。また、アドレスの「＠」直前に、
直前に、「ドット」
や「ハイフン」が入力されているアドレスは、アドレス登録できない状況と
なっております。皆様には大変お手数をおかけしますが、メール連絡のみな
なっております。皆様には大変お手数をおかけしますが、メール連絡のみな
らず、ＨＰの「本日の練習」も一緒にご確認いただきますようお願いいたし
ます。「本日の練習」は下記ＵＲＬから直通しますので、ぜひご登録くださ
い。ご不明な点等ございましたら担当土井までご連絡ください。
練習の欠席や、振替連絡、ご質問など、なんでもお気軽にご相談下さい！

毎月恒例
毎月恒例のお楽しみイ
ント！今回もみなさん、汗だ
恒例のお楽しみイベ
のお楽しみイベント！今回もみなさん、汗だ
くになってサッカーを楽しんでいただけたようです！
8 月イベ
月イベントは
ントは初の試み！親
の試み！親子サッカー大会「お盆
子サッカー大会「お盆カ
ップ」を行います！親
ップ」を行います！親子タッグでチーム
ッグでチームを作り、優勝
目指して戦う「ミニカップ戦」です！優勝チーム
目指して戦う「ミニカップ戦」です！優勝チームには、
ささや
ささやかですが賞
かですが賞品も準備
品も準備します！親
します！親子でサッカーを
楽しみましょう！
楽しみましょう！皆様のご参加をお
ょう！皆様のご参加をお待
皆様のご参加をお待ちしています！

熱戦が繰り広げられたブラジルＷ杯。
熱戦が繰り広げられたブラジルＷ杯。約１ヵ月間の日程が終了しました！世界屈
指の選手たちの華麗で、激しいプレーは皆さんのお手本になったのではないでし
ょうか？６月と７月の２ヶ月間にわたって出題したアバ～ンクイズの答え発表 親子混合チームによる特別な「ミニカップ戦」を
親子混合チームによる特別な「ミニカップ戦」を開催
開催しま
開催しま
です！当選者はコチラ！応募してくれた皆さん、ありがとうございました！
す！優勝チームにはささやかながら賞品を準備します！み
なさん、ご家族と一緒にサッカーしましょう！
なさん、ご家族と一緒にサッカーしましょう！
選手育成
選手育成に
育成に定評のあるドイ
定評のあるドイツ
のあるドイツ！１０年
！１０年間の地
間の地
道な活動が実を結び
動が実を結び、
結び、Ｗ杯４度目
Ｗ杯４度目の優勝を
４度目の優勝をモノ
の優勝をモノ
にしました！決
にしました！決勝でのゲッツェ
勝でのゲッツェのコントロー
ツェのコントロー
ル・ボ
ル・ボレーシュ
レーシュート
シュート。
ート。圧巻でした
圧巻でしたね
でしたね！今回の優
今回の優
勝予想は、１
予想は、１番
は、１番人気がブラジル、次いでアルゼ
人気がブラジル、次いでアルゼ
ンチンとオ
ンチンとオランダ
ランダで、ドイツ
で、ドイツの優勝予想
の優勝予想は
予想は何
と・・・０名
と・・・０名でした！よって、このクイズの

●開催日
8 月 10 日（日） １９：００～２１：００（２時間）
１９：００～２１：００（２時間）
●会 場 山形県総合運動公園 第２運動広場（人工芝Ｇ）
参加費 無料
参加資格 アバンに在籍する会員とご兄弟・姉妹、
お友達もＯＫ！
※参加申し込み不要！ お気軽にご参加ください！

みなさん、め
みなさん、めげずにまた挑
げずにまた挑戦してください！

●

日本代表もやられた！ハメス
日本代表もやられた！ハメス・
！ハメス・ロドリゲスが大会
ロドリゲスが大会
得点王に輝
得点王に輝きました！日本戦でみせた
きました！日本戦でみせたループ
日本戦でみせたループシ
ループシ
ュートは日
ートは日本と
は日本と世界の
本と世界の差
世界の差を痛感した
痛感した瞬
した瞬間でした。

第一発見
第一発見者となった方には
発見者となった方にはレアバッチをプレゼントします！
者となった方にはレアバッチをプレゼントします！
また、挑戦してくれた全員にもバッチ抽選の権利をプレゼント
します！楽しみに待っていてくださいね！

「事務の佐藤さ～ん」
事務の佐藤さ～ん」の記事から
の記事から
・「筋トレなどことなどなかった・・・
「筋トレなどことなどなかった・・・」間違い
筋トレなどことなどなかった・・・」間違い
→正しくは「筋トレなどしたことなどなかった・・・
→正しくは「筋トレなどしたことなどなかった・・・」
筋トレなどしたことなどなかった・・・」です。

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
わらばんの誤字、脱字、日付、数字の間違
字の間違いを
間違いを探
いを探し、見つ
けて報告
けて報告した会員にコーチから「何
した会員にコーチから「何か」をプレゼ
か」をプレゼント！
※申込み
※申込み方法
込み方法はメール
方法はメール申
はメール申込みのみ。
※毎月開催します！
※文章表現の悪さについてはご勘弁下さい。
じ間違いの場合は先着順
いの場合は先着順です。
先着順です。
今回のク
回のクイズはサッカーから少
はサッカーから少し離れて、ちょっぴ
れて、ちょっぴり意地悪
り意地悪な
地悪な問題 ※同じ間違いの場合は
にしてみました！夏休
にしてみました！夏休み直前のみなさん！
直前のみなさん！ぜ
のみなさん！ぜひ頭の体操
の体操に、この問
に、この問
題を解いてみましょう！できるものならね・・・
いてみましょう！できるものならね・・・。
・・・。
問題
太郎くんと次郎くんは、
太郎くんと次郎くんは、同じ生年月日で両親
生年月日で両親も同
両親も同じ
も同じですが、双
ですが、双子で
はないと言
はないと言います。なぜ
います。なぜでしょう？
今回は、
回は、正解者の中から
正解者の中から抽
の中から抽選で２名
選で２名にレアバッチをプレゼ
にレアバッチをプレゼントしち
ントしち
ゃいます！また、応募者
ゃいます！また、応募者全員に
アバン特製バッチをプレ
募者全員にも
全員にもアバン特製
特製バッチをプレゼ
バッチをプレゼント！
みんなの挑戦、応募
みんなの挑戦、応募を待っています！
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