
日付 4月30日 5月1日 5月3日 5月4日 5月5日 5月7日 5月8日 5月14日 5月15日 5月21日 5月22日 5月28日 5月29日
曜日 土 日 祝日 祝日 祝日 土 日 土 日 土 日 土 日
予定 練習 U12リーグ 休み ICL予選 休み 練習 TM バーモントカップ予選 練習 湯ったり館CUP 練習 練習

時間 10:00～12:00 9:00～16:00 9:00～16:00 14:00～16:00 10:00～12:00 9:00～14:00 15:00～17:00 8:00～16:00 15:00～17:00 10:00～12:00

場所 中根小 牛久運動公園 那珂西リバーサイドパーク シューレつくば シューレつくば フットサル取手 中根小 湯ったり館 中根小 中根小

備考

予定 U12リーグ 学年別大会予選 休み 練習 バーモントカップ予選

時間 9:00～16:00 9:00～16:00 16:00～18:00 未定

場所 藤代スポーツセンター 北浦川緑地 シューレつくば Sfida 龍ヶ崎

備考

予定 練習 TM 休み ICL予選 休み 練習 練習 バーモントカップ予選 練習 練習 練習 練習

時間 9:00～11:00 9:00～13:00 9:00～16:00 14:00～16:00 17:00～19:00 未定 14:00～16:00 9:00～11:00 14:00～16:00 9:00～11:00

場所 中根小 タスパジャパンミートパーク 那珂西リバーサイドパーク シューレつくば シューレつくば 未定 中根小 中根小 中根小 中根小

備考 9:00～11:00中根小練習 14:00～16:00中根小練習

予定 練習 練習 goleadorcup 休み TM 練習 練習 バーモントカップ予選 練習 練習 練習 練習

時間 8:00～10:00 13:00～15:00 8:30～16:00 13:00～17:00 16:00～18:00 17:00～19:00 未定 13:00～15:00 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00

場所 中根小 中根小 阿漕ヶ浦公園ホッケー場 高崎サッカー場 シューレつくば シューレつくば 未定 中根小 中根小 中根小 中根小

備考 8:00～10:00中根小練習 14:00～16:00中根小練習 湯ったり館CUP

予定 練習 練習 休み 休み TM 練習 練習 練習 練習 3on3リーグ戦 TM 練習

時間 10:00～12:00 15:00～17:00 10:00～12:00 10:00～12:00 15:00～17:00 10:00～12:00 15:00～17:00 15:00～17:30 9:00～13:00 10:00～12:00

場所 中根小 中根小 アンつくアカデミー 中根小 中根小 中根小 中根小 アンつくアカデミー 横田川運動公園 中根小

備考

予定 練習 練習 休み 休み TM 練習 練習 練習 練習 練習 TM
3on3リーグ戦 練習

時間 8:00～10:00 13:00～15:00 10:00～12:00 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00 9:00～13:00
15:00～18:00

8:00～10:00

場所 中根小 中根小 アンつくアカデミー 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 横田川運動公園
アンつくアカデミー 中根小

備考

予定 練習（体験） 練習（体験） 休み 休み 休み 練習（体験） 練習（体験） 練習（体験） 練習（体験） 練習（体験） 練習（体験） 3on3リーグ戦

時間 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00 13:00～15:00 8:00～10:00 13:00～15:00 15:00～18:00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 アンつくアカデミー

備考

予定 コーチ会議
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2022年4月の試合結果

学年 日付 曜日 試合名（チーム） 会場 試合結果 順位等

4/10 日 U-12 第１節 石岡運動公園
●0-1 vs とりで倶楽部ドリーム
△2-2 vs FC石岡

1分1敗
暫定6位

4/17 日 U-12 第２節 龍ヶ崎西小学校
△0-0 vs 新治SC
〇6-1 vs ペレグリンjr. FC

1勝2分1敗
暫定5位

4/24 日 U-12 第３節
牛久運動広場
（城中）

●0-7 vs アイデンティみらい
〇3-0 vs 神谷SSS

2勝2分2敗
暫定4位

4/29
金
祝

学年別大会
県南予選

石岡運動公園
●0-1 vs FC石岡
〇5-2 vs 石岡東FC

3勝2分3敗
暫定4位

4/9 土 U-12 第１節 牛久運動公園
●1-7 vs ひたち野SC
●0-15 vs MAED2C

2敗
暫定10位

4/17 日 U-12 第２節 松代小学校
●0-2 vs 二の宮FC
●0-5 vs 手代木SC

4敗
暫定10位

4/24 日 U-12 第３節 乙戸小学校
●0-1 vs 乙戸SC
〇3-1 vs 河内SSS
●0-3 vs パルツォ

1勝6敗
暫定8位

4/9 土 ICL　U-11リーグ あじさい館 〇4-0　vs霞ヶ浦SSS 1勝

4/17 日 フォルテ招待 清水台小学校
〇 7-0 vs フォルテ野田
● 0-1 vs 西町FC
3位決定戦 ● 0-1 vs 船橋イレブン2002

4位

フットサル小3,4大会

(中根4年A）
フットサル取手

予選
〇 6-0 vs 八原
〇 6-1 vs ペレグリンC
決勝リーグ
〇 2-2(PK6-5) vs 中根3年B
〇 1-3 vs 中根3年A

2位

フットサル小3,4大会

(中根4年B）
フットサル取手

予選
△ 0-0 vs YFC谷原
〇 3-0 vs ペレグリンB
決勝リーグ
✕ 0-3 vs 中根3年A
〇 1-0 vs 中根3年B

3位

3on3リーグ戦
(中根A）

△ 2-2 vs アルマーズFC
〇 12-0 vs チーニョ柏
〇 5-3 vs エースバーンズ

2勝1分

3on3リーグ戦
(中根B）

〇 14-0 vs 中根C
〇 5-2 vs FCRosso
● 2-3 vs エースバーンズ

2勝1敗

3on3リーグ戦
(中根C）

● 0-14 vs ganar
● 0-14 vs 中根B
● 1-12 vs アルマーズFC

3敗

フットサル小3,4大会

(中根3年A）
フットサル取手

予選
〇 3-0 vs ペレグリンA
〇 2-0 vs VEPAS
決勝リーグ
〇 3-0 vs 中根4年B
〇 3-1 vs 中根4年A

優勝

フットサル小3,4大会

(中根3年B）
フットサル取手

予選
△ 0-0 vs ペレグリンB
〇 3-0 vs YFC八原
決勝リーグ
✕ 2-2 vs (PK5-6) 中根4年A
✕ 0-1 vs 中根4年B

4位

4/24 日 3on3リーグ戦 アンつくアカデミー
● 4-5 vs ヘラクレス
● 0-7 vs 個人参加
● 1-12 vs Ver Real

3敗

1 3on3リーグ戦
（中根A）

アンつくアカデミー
● 0-2 vs アルマ
● 0-11 vs スペラール
● 2-6 vs まいぜんブラザーズ

3敗

3on3リーグ戦
（中根B）

アンつくアカデミー
● 1-12 vs エスペリオン
● 1-5 vs Lunedi
● 0-10 vs 個人参加チーム

3敗

 

2022年5月の目標

4/29
金
祝

4/30 土

4/10 日 アンつくアカデミー

4/29
金
祝

6
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4

2

一人一人自分の目標をしっかりと持ち、試合でチャレンジし続けよう。

5年生

1年生

2年生

3年生

4年生

6年生

仲間と楽しくサッカーをしよう!

練習中や試合中にしっかり周りを見て、大きな声を出そう!

成功体験を沢山積んで、上達している事を実感しよう!今までの積み重ねが、プレーから変化があき
らかに見えてきた!伸びるのは今!このタイミング!上達を楽しんでプレーしよう!

走力をつけよう　声を出してプレーできるように練習から意識しよう

成⾧は基礎の積み重ね、これからの為にしっかりとした基礎練習を行おう!



新型コロナウィルスの影響により予定が変更になる場合があります。

コロナウィルス対策として
・体温管理表を使って毎日の体調変化を記録しましょう。
・練習時は、体調管理表をコーチに提出して確認してもらってください。

2年生 遠藤 仁人（エンドウ マサト）
1年生 津島 光希（ツシマ コウキ）
1年生 佐野 永人（サノ エイト）
1年生 筒井 幹太（ツツイ カンタ）
1年生 鈴木 大翔（スズキ ヒロト）
1年生 青木 凌玖（アオキ リク）
1年生 高橋 旺葉（タカハシ オウバ）
1年生 古関 快都（コセキ カイト）
1年生 椎名 翼 （シイナ ツバサ）
1年生 村上 陽斗（ムラカミ ハルト）

　○ 団員の持物管理について(氏名記入のお願い)
・持ち物に名前があればすぐ返却できます。必ずお名前をご記入ください。
・忘れ物は団の倉庫に保管してますので、心当たりがある人はコーチまで連絡してください。

   ○ 駐車場について
・土曜日は、児童クラブ開校のため、校舎と体育館の間は車両進入禁止になっています。注意してください。
＊駐車場は、グランド下の砂利、および体育館裏も使用可能です。　

　○ 自転車の施錠と駐輪について　　　　　　　　　　　
・自転車のカギのいたずらが多くなっています。必ずカギをかけて、カバンにしまうようにしましょう。

　 ・中根小で自転車の盗難にあわないよう、練習時も自転車に施錠しておくことをご指導願います。

　○ 体調管理について　　　　　　　　　　　
・外から帰ったら手洗いとうがいを忘れずに！
※　練習中に雨が降る場合があります。曇りでもタオルを持参するようお願いします。

　○ 団員家族スポーツ保険加入のご案内　　　　　　　　　
コーチ及び団員全員が加入しておりますスポーツ保険は、団員の家族も加入できます。
・保険内容⇒例）試合の応援でボールが当たりケガをした、応援に行った際の交通事故

　　　　　　　　　・掛け金　⇒年　８００円／1人（団員および団員家族の子供、団員家族の大人）

  ○学校敷地内における禁煙について
・学校敷地内は完全禁煙（駐車場に駐車中の車内を含む）です。
　これからもグランドの利用を続けていくためにも、ご協力お願いします。

★問い合わせは  コーチ会長　岸 (5学年）
または、 保険担当：小林（6学年）

連絡事項

新コーチ

バスに同乗して応援に行った時の事故、送迎での事故、活動準備及び片付けでの事故等

・中央昇降口と西昇降口の間（1-3教室～1-6教室前）の道路に自転車を駐輪しても良い事になりました。
　駐輪する際はきちんと並べてとめる様にして下さい。鍵も忘れずに掛けるようにして下さい。
　また、活動中は全ての門を閉めますので、学校の出入りの際、門は必ず閉めるようにして下さい。

新入団員


