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１年生選手・保護者の皆さん、あっという間の３ヶ月が経ちました。私がチームを見て
年生選手・保護者の皆さん、あっという間の３ヶ月が経ちました。私がチームを見て感じるのは
選手・保護者の皆さん、あっという間の３ヶ月が経ちました。私がチームを見て感じるのは仲
感じるのは仲がよいこと、みんな
がよいこと、みんなサッカ
みんなサッカ
ーが好きなことが伝わってくる
が好きなことが伝わってくる、
が伝わってくる、とてもいいチームです。ただ、これから選手たち
とてもいいチームです。ただ、これから選手たちに
ただ、これから選手たちに求めたいことは精神面で
求めたいことは精神面での成長。もっと
面での成長。もっと選手
の成長。もっと選手
間でサッカーについて求め合うことです。
サッカーについて求め合うことです。最近ようやく
最近ようやく互いに
ようやく互いに要求し合う
互いに要求し合うようになってきましたが、まだ
要求し合うようになってきましたが、まだまだ足りていな
ようになってきましたが、まだまだ足りていない
まだ足りていないのが現
状です。気持ち
です。気持ちを
気持ちを前面に出して
前面に出して、声を出し戦う
出して、声を出し戦う選手とそうでない選手
、声を出し戦う選手とそうでない選手の
選手とそうでない選手の差が大きいです
差が大きいです。
です。このような温度差があっては
このような温度差があってはチームとし
があってはチームとし
てのまとまりが生まれません。また、
てのまとまりが生まれません。また、ボールを奪われたら必死
せん。また、ボールを奪われたら必死に
ボールを奪われたら必死に奪い返しに行くなど、シンプルな行動
奪い返しに行くなど、シンプルな行動で
シンプルな行動でワンプレー
ワンプレーごとに
プレーごとに熱の感
ごとに熱の感
じるサッカーをしていけるよう取り組んでいきます
じるサッカーをしていけるよう取り組んでいきます。
ていけるよう取り組んでいきます。

中学生全体を通して技術面の
中学生全体を通して技術面の課題
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課題は、止める・蹴る、運ぶ・
は、止める・蹴る、運ぶ・
ける、
ィングなどの基
ける、
ィングなどの基 。そして、しっかり生か
して、 く ながらプレーすること。それはチームでも
ながらプレーすること。それはチームでも
通して課題にしている奪った
通して課題にしている奪った後のプレー
課題にしている奪った後のプレーの精度
後のプレーの精度を
の精度を 求する
ことです。
ことです。身
す。身体的なことでは自 練で走るのもいいけど、
もっと試合や練習の中で走る
もっと試合や練習の中 で走ることに力を注いで
で走る ことに力を注いで しいで
す。
のことを大切にして、
ともサッカー
のことを大切にして、
ともサッカーをもっと
サッカーをもっと
くこと。最後
くこと。最後に
最後に練習は
練習は試合のようにプレーする。そこを頑
試合のようにプレーする。そこを頑
張っていきまし う。
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今回は、３年生の高橋拓実くん
今回は、３年生の高橋拓実くん(
中３)です。
は、３年生の高橋拓実くん(中３)
拓実君は小学４年生からスクール生として活
スクール生として活
拓実君は小学４年生から
動をスタートしました。とにかくサッカーと
動をスタートしました。とにかくサッカーと
走るのが好きな選手。初めて拓実くんのプレ
ーを見たとき、決して器用という印象ではな
ーを見たとき、決して器用という印象ではな
本人も、
本人も、「ついていけるかな」という思いで
いたそうです。
その後、ＳＣとして活動を始めるわけですが、当初
はリフティングが３０回程度。現在は６００回くら
い。とにかくアバ
とにかくアバンのサッカーが大好きと言う
アバンのサッカーが大好きと言う拓実く
ンのサッカーが大好きと言う拓実く
ん、いつも一生懸命、
いつも一生懸命、雨の日も誰より活き活きと練習
一生懸命、雨の日も誰より活き活きと練習
します。拓実くんは、自分には「走る
します。拓実くんは、自分には「走る」しかないと献
身的に走ることで
身的に走ることでゴールを量産してきました
ることでゴールを量産してきました。ジュニ
ゴールを量産してきました。ジュニ
アユースに入ってから通算１４６ゴール。
アユースに入ってから 通算１４６ゴール。「直向き」
「努力」
「汗」
「走る姿」
「献身さ」の似合う選手です。
これから始まる後期リーグやその後の活動でもき
これから始まる後期リーグや その後の活動でもき
っと素晴らしい活躍を
っと素晴らしい活躍をして
素晴らしい活躍をしてくれる選手。拓実くんの走
してくれる選手。拓実くんの走
る姿と、ゴールを量産するであろう
姿と、ゴールを量産するであろう姿から目を離さず
であろう姿から目を離さず
に注目してください！！

ＨＰは「アバンツアァーレ」で検索できます！

僕がアバンに入ったのは年中の時、今年で
僕がアバンに入ったのは年中の時、今年で１１
年中の時、今年で１１年目になります。
１１年目になります。
選手としての活動を
としての活動を始めたのは、小学
選手
としての活動を始めたのは、小学１
始めたのは、小学１年生の時でした。３年生あ
たりから、ＳＣとして
たりから、ＳＣとして大会に出場した
ＳＣとして大会に出場したり遠征に行くようになり
大会に出場したり遠征に行くようになり、サ
り遠征に行くようになり、サ
ッカーだけでなく自立する事や礼儀の大切さを
ッカーだ けでなく自立する事や礼儀の大切さを学ぶ
けでなく自立する事や礼儀の大切さを 学ぶ事が出来まし
学ぶ 事が出来まし
た。
中学生となり、サ
中学生となり、サッカーの中で
なり、サッカーの中でフィジカルがとても重要な事に
ッカーの中でフィジカルがとても重要な事に試
フィジカルがとても重要な事に試
合経験から
ら気付きました。それを気づかせてくれたのは、膝の大怪
合経験か
気付きました。それを気づかせてくれたのは、膝の大怪
我とリハビリ生活です。とても辛い時期で
我とリハビリ生活です。とても辛い時期で、サッカーができないこ
辛い時期で、サッカーができないこ
とよりもチームの仲間に
とよりもチームの仲間にも迷惑をかけてしまっていることが
チームの仲間にも迷惑をかけてしまっていることが苦しか
も迷惑をかけてしまっていることが苦しか
ったです。でも、チームメイトが病院へお見舞いに来てくれたり、
ったです。でも、チームメイトが病院へお見舞いに来てくれたり、
励ましてくれたことは大きな支えとなりました。
励ましてくれたことは大きな支えとなりました。仲間の思いを
なりました。仲間の思いを感じ、
仲間の思いを感じ、
その時から自分のサッカーへの姿勢もこれまでとは変わってきまし
その時から自分のサッカーへの姿勢もこれまでとは変わってきまし
た。今の自分は、基本的なプレーや判断のスピードが課題と感じて
た。今の自分は、基本的なプレーや判断のスピードが課題と感じて
います。自分はアバンで活躍できるようにこれからも頑張ります。

文章責任：畠山明人 hatakeyama@avanzare-sc.com
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た。もともとジュニアスクールだったのですが、テクニカルスクー
ジュニアスクールだったのですが、テクニカルスクー
た。もともと
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ルとして活動することとなりました。現在は、小学生６
して活動することとなりました。現在は、小学生６ 、中学生
６ で活動しています。これから しずつですが、仲間が えるこ
とを期 しながら皆で練習に励んでいます。
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僕はアバンに入る前はやる き
ことがあっても後回しにすることが
かったです。でも、
メールを
かったです。でも、
始めてからやらなけれ ならない事
を後回しにすることが くなりまし
た。これからも かすことなく
メールとサッカー ートも けてい
きたいです。
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まだまだ さ る４月。ク
に入ることを
したもの
・ 活・ク
を 立できるのかと
なとこ
の本当に
ろがありました。しかし、学 の み時間を 用して 題を
わらせるなど、自分なりに時間をやりくりしながらサッカ
わらせるなど、自分なりに時間をやりくりしながらサッカ
ーに取り組んできた３ヶ月。小学 のころには見られない姿
でした。「
」とは決して
なことではないかもし
れませんが、自らやるときめたことは最後までやりと て
しいと思うと に、アバンで出会えた仲間を大切にし、実り
あるサッカー生活を ってくれることを っております。
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ものでした。他のコーチとの会
ーチとの会話に少しジェ
ネレーションギャップもありましたが、色んな話ができていい時間
を過ごすことができました。４０
ごすことができました。４０代に近づいてもまだまだ勉強で
す。これから
す。これからも
これからも精進していきたいと思います。

日、
ーチは 生日でした。３年生の とんどの選手はジ
ですよ
ーチは
ュニア時 からの付き合いなので大
１ 日の にアバン
の ーチと事 の
さんに 生日をお
生日をお
いしてもらいました。お いメッ
の 、
や
いメッ ージも
生からもらいました。アバン
ーレに入って 年、もう３６
もう３６
になりました。
では最長の ーチ です。 年 も・・・ 。

●菊地 翼くん
入団して間もなくは、サッカーノートや報告メールをおろ
メールをおろ
そかにしてしまってだらしない生活をしていましたけど、最
そかにしてしまってだらしない生活をしていましたけど、最
近はサッカーノートや報告メールをおろそかにせずに生活を
する事が出来ました。
●お父さんからの
さんからのコメント
ジュニアユースに入って、３ヶ月が経ちまし
ジュニアユースに入って、３ヶ月が経ちましたがサッカーに
ましたがサッカーに
取り組む姿勢が徐々に変わった気がします。
に変わった気がします。当初は、
た気がします。当初は、サッカ
当初は、サッカ
ーノートや報告メールを
メールをする事も忘れがちで、学校の宿題も
ある中、親からの声掛けでやり始める状態でした。それが、
最近は練習へ行く前に
最近は練習へ行く前に宿題を終わらせ、
わらせ、帰ってきたらサッカ
ーノートと報告メールをするように自分なりに習
メールをするように自分なりに習慣づけたで
づけたで
きてきたみたいで
きてきたみたいです。
たみたいです。これからも継続して欲しいと思います。
６月１２日（日）、室内練習場
に３月に卒業した６期生が訪問
●冨永 澪雅くん
してくれました。
してくれました。訪問の理由は、
この３
この３ヶ月間で、小学生から苦手だった足
ヶ月間で、小学生から苦手だった足元のコントロー
アバン
アバンのロゴ入り作戦版をクラ
ルがアバンでに入ってから
ルがアバンでに入ってから上達してきました。
してきました。今後は試合で
ブに寄贈するためでした。
周りを観てプレーできるよう練習していきます。
●お父さんからのコメント
高校生活も大変な中、来ら
生活も大変な中、来られな
３ヶ月経った現在、率直に感じてる
直に感じてるのが報告メール、サッカ
い選手もいましたが、写真の６
ーノートへの記載です。今まで取り組んだ事の無い習慣でし
名が訪問し、ジュニアユースの
たので最初の１
たので最初の１ヶ月は、こちらから促さないと中
さないと中々自分から
様子も気にかけてくれました。
はやりませんでした。しかし
やりませんでした。しかしここ
しかしここ数ヶ月は言われる前に取り
大事に使っていきます。
組む様に成りました。本人は
に成りました。本人は今、
本人は今、慣れないポジションで悪戦
苦闘してると思います。頭の中では理解している
している様ですが、
実際に動けてない様に見えます。
に見えます。頑張ってほしいと思います。
しいと思います。
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前期の日程が落ち着いた今、平日・週末の活動で２・３年生は
・３年生は守
備の改善を主に行っています。各主要な大会日程のなかでも課題点
としてあげており、各選手の中でも守備については
については問題視している
ところです。
主な取り組みを具体的にいえばファーストＤＦの当たり方とセ
カンド ＤＦ の立ち 位置 とそこからボールが移 動してからの動きに
ついてです。

●ファーストＤＦ
ファーストＤＦは前に運ばせないようにプレッシャー
ＤＦは前に運ばせないようにプレッシャー
●セカンドＤＦ
セカンドＤＦはファーストとの間にボールが通らないよう
ＤＦはファーストとの間にボールが通らないよう

に斜めに構える（ダイアゴナルのポジションという）
斜めに構える（ダイアゴナルのポジションという）

以上の２点が徹底して改善を行うポイントです。
しかし、現状はファーストＤＦが横から当たりに行ってしまい、
セカンドＤＦもダイアゴナルのポジションを取らずにプレーして
しまい、ゴールを守るということに苦戦しています。
るということに苦戦しています。
ここが改善できればボールを奪う機会が格段に増え、攻撃の回数
が増えます。それはすなわち、
それはすなわち、勝利の可能性が高まるという事です。
自分たちが苦しんでいる
自分たちが苦しんでいる原因に目を向け、
に目を向け 、改善 に力を注 ぎまし ょ
う。これが出来るかが
う。これが出来るかが大きな
かが大きな鍵となります。
意識しないとできないことではありますが、意識すれば誰にでも
できることです。一人
できることです。一人ひとりが努力しまし
とりが努力しましょう。

