
◎2017 年度 試合結果・報告 
 

●2/24 

【対戦相手】TFA 

【テーマ】テンションを上げない。声掛け、裏へのボールは FW を見て出す。 

【内容】前回、負けた TFA には、リベンジするつもりで挑んだ。しかしながら、前半は 

相手が 4ー3ー3というかフォーメーションであったため自分たちの 4ー4ー2にはマークのズレが生じて FW

まで落ちてきて守備するようになってしまった。なんとか FW のポジションをあげるのがやっとだったが、

彼らのような相手は、3 月の T リーグの対戦相手にも沢山いるから、それらにも通用できるようになるた

めにも、この 1週間でできることをやる。 

【改善点】ボールを大事に。味方の個性を生かす。 

【担当】2年 LSB 

 

●2 月 11 日 練習試合 

【対戦相手】 

世田谷学園 

【テーマ】 

ディフェンスのマークのズレの声掛け 

フォワードの裏にボールをいれる 

【試合内容】 

1 試合目前半のディフェンスは上手くいっていたが決めきれてない部分があって無得点だったが後半には

それを反省して点を取れて勝てた。 

2 試合目は気の緩みから先制点を取られてしまったが切り替えて逆転できた。 

【次戦に向けて】 

サイドからの攻撃 

首を振る 

【担当】 

2 年 DF 

 

●2 月 10 日 

【対戦相手】TFA 

【テーマ】自分達のできることを全力でやる 

【試合内容】チーム全体で全力を尽すことは悪くはなかったがまだ、100%の力を出せていなかった。何度

も点を取られたが何度か良い攻撃をすることが出来た。どんな相手でも必死にやることで自分にプラスす

ることが出来ればまだまだ強くなれると思った。 

【次戦に向けて】アップから 100%でやり、それまま試合にのぞむ 

声を出して助け合う 

【担当】CB 

 

 

 



●1月 21 日 北区リーグ 

【対戦相手】桐ヶ丘中学校、TFA 

【テーマ】 

しっかりパスを回す 

やることを徹底する 

三角形のディフェンス 

スペースを作る動き 

フォワードの裏へボールを入れる 

【試合内容】 

練習試合とはいえ、優勝がかかった試合で試合に出た 2 年生は、冬の間に練習したことを生かしてでプレ

ーをした。ディフェンスラインの形成やサイドハーフの動き出し、相手のパスコースを限定し、三角形の

ブロックなど、前よりもチーム全体の動きが良くなってきたが、連動するために必要な声や、試合開始か

ら集中するという意識が足りなかった。やれることが少ない１年生もいる 2 年生がチーム全体を引っ張っ

て行きたい。 

【次戦に向けて】 

首を振る 

チーム全体の声掛け 

アップから集中する 

連動するために必要な動き 

ボールを見る 

【担当】2年左サイドハーフ 

 

●1/14 練習試合 

【対戦相手】赤塚三中、谷中中 

【テーマ】スライド、カバー、裏への抜け出し、次のプレーを考える 

【試合内容】1試合目は相手の裏を取れたりセットプレーから点を決めたり何本か点を決められた。2試合

目は相手が強くなり気持ちが入らず点を決められてしまった。強い相手でも通用するかチャレンジしてい

きたい。 

【次戦に向けて】強い相手に向かってく。 

【担当】2年 MF 

 

●1 月 7日 

OB 交流戦 

【対戦相手】 

成徳サッカー部 OB 

【内容、感想】 

25 歳の先輩から高校生までの中学サッカーOB が集まり、自分たち

が先輩たちにいろいろなことを聞く機会を作ってもらいました。 

実際に先輩たちに話しかけることはあまりできなかったがゲーム

を通してサッカーを教えてもらうことができた。 

 



【次回に向けて】 

次からも多くの OB に参加してもらうように活動を続ける 

【担当】 

サッカー部キャプテン 

 

●12 月 27 日 

ウィンターフェスティバル 

【対戦相手】 

草加中学校、新座二中学校 

【テーマ】 

中盤やサイドバックにつけ、無理だったら裏に蹴る 

【試合内容】 

序盤に DF と GK とのパス交換がうまくいかず、上手くビルドアップができなかった。パスミスからはまっ

てしまい、失点を重ねてしまった。 

試合中盤以降、一人一人がミスを修正し、いい形で点も取ることができた。 

【次戦に向けて】 

新しい戦術になれる 

【担当】 2 年 DF 

 

●12 月 26 日 ウィンターフェスティバル 

【対戦相手】志木二中 朝霞ニ中 朝霞五中 

【テーマ】 

サイドにしっかり広がって自分達が練習してる形を出す。練習試合だから硬くなりすぎず、挑戦するよう

にする 

【試合内容】 

相手の選手のドリブルに対して軽いディフェンスが多く、しっかり対応できていなかった。前線がボール

を持った時のサポートが少なかった。 

試合中に声の掛け合いやコミュニケーションがなくなることがないようにする。 

【次戦に向けて】 

マークへの意識を高めサイドから相手へのクロスが来るとき、しっかり自分のマークを忘れないようする。 

 

●12 月 25 日練習試合 

【対戦相手】 

駿台中学校 

東京朝鮮中学校 

【テーマ】 

スライドの速さ 

声がけ 

【試合内容】 

スライドの速さを意識することで強敵相手でも守り切れることができた。ただ、スライドの際の声が途切

れるとマークが外れてしまい、決定的なシーンを作られてしまう。マークの受け渡しをしっかりできずに



点を取られるケースがあったのでそこを改善していく。 

【次戦に向けて】 

声がけ 

首を振る 

【担当】 

2 年 GK 

 

●12 月 17 日 練習試合 

【対戦相手】支部選抜 

【テーマ】速いボール回し・ボールを回して相手を崩す 

【試合内容】ディフェンスラインでのパス回しが上手くいかず、中盤の選手に良いパスをつけられなかっ

た。慌てて処理することが多くなり、ボールを前に蹴るようなサッカーになってしまった。その結果、FW

にボールがうまく入らず得点に繋がらなかった。 

【改善点】落ち着いてボールを回し、相手を崩して行く・1人 1人の声かけをする 

【次戦に向けて】失敗してもいいから全力で試合をする 

【担当】2年 CB 

 

●12 月 16 日 北区リーグ 

【対戦相手】十条富士見、滝野川紅葉中学校 

【テーマ】 

しっかりパスを回す 

やることを徹底する 

ボランチにボールを入れる 

【試合内容】 

結果にも拘りたい試合だったが、新人戦後から取り組んでる戦術を意識して試合に入った。新しい戦術を

早く定着させるために、パスを回すことや落ち着いてプレーすることを意識した。まだ技術がついていな

い選手は人一倍トレーニングを積み、冬の間に試合経験を積んでいく必要がある。もっといいチームにな

るために 2年生が 1年生を引っ張っていきたい。 

【次戦に向けて】 

首を振る 

チーム全体の声掛け 

慌てずにプレーをする 

【担当】2年左サイドハーフ 

 

●12/10 練習試合 

【対戦相手】クリアージュ 

【テーマ 】パススピード 

【試合内容】前半は新しい戦術を意識し、上手く攻撃ができて点が取れた。しかし、裏を取られたり、ファ

ーストを落としてしまったりして守備が安定していなかった。後半にはまず守備をしっかりやることを心

がけた。点を決めることは出来たが、もっと戦術を理解し、ビルドアップの質を高めていきたい。 

【次戦に向けて】 



新しい戦略を理解する 

【担当】 2 年 MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●11/26 北区リーグ 

【対戦相手】明桜中学校 浮間中学校 

【テーマ】戦術を覚える 

【試合内容】サイドからの攻撃や、FW からの得点があり、2 戦とも勝つことができたが、やはり個人技の

ある 3年生に頼りすぎていた。 

【次戦に向けて】練習をしっかりとして自分たちのプレーができるようにする。 

【担当】2年 DF 

 

●11/19 T リーグ 

【対戦相手】CRECER 

【テーマ】粘る、ラインコントロール 

【試合内容】立ち上がりからうまくプレスをかける事ができ前線からはめることができた。中盤が前線に

プレスに行ってもバックがうまくそのスペースを埋めることができた。そして前半先制でき 1ー0で折り返

した。後半では、後手になって失点してしまった。同点になってからも得点のチャンスはあったが、決め

きれず 後失点し負けてしまった。 

【改善点】得点力、チャレンジアンドカバー 

【担当】3年 CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●11/12 T リーグ 

【対戦相手】VIGORE 

【テーマ】ボール回し、ラインコントロール 



【試合内容】立ち上がりからプレスをかけ前線でボールを奪い、サイドからゴールに向かい点を取ること

ができた。何回か危ないシーンがあったが無失点に抑えられたので良かった。 

【改善点】1人 1人の距離感 

【担当】3年 GK 

 

●11 月 11 日 支部大会 第五代表決定戦 

【対戦相手】浮間中 駿台学園 

【テーマ】 

今までやってきた全力のプレーをする。約束を徹底する。練習でやってきたことを出し切る 

【試合内容】 

1 試合目の前半はボールが落ち着かず、なかなかシュートまでいけなかった。後半に先制点を決めることが

できたが、追加点を取れずに失点してしまい PK 戦に持ち込まれた。 

PK 戦で勝利したものの、2 試合目は前半から立て続けに失点してしまい、立て直すことができなかった。

終始相手の方が出足が早く、完敗だった。 

【次戦に向けて】 

負けを受け止める。切り替えて、これからの練習に励む。 

【担当】1年 FW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●11 月 5 日 支部大会 

【対戦相手】文京第三中学校 

【テーマ】 

練習でやってきたことを全力でやる 

【試合内容】 

前半はいい形で試合に入れて、いい流れで攻撃ができていた。徐々に相手に盛り返されてきたが、お互い

決定機で決められなく、前半は 0-0 で終わった。 

後半は自分たちのサッカーができていたが、小さなミスから一点を失い、その後さらに追加点を取られて

しまった。一点返すも都大会出場を決められなかった。まだ大会は終わっていないので、次週の第五代表

決定戦に向けて準備をしていきたい。 

【次戦に向けて】 

この試合のことを切り替えて次の試合に挑む 

【担当】 2 年 DF 

 

 



●11 月 3 日 支部大会 1回戦 

【対戦相手】立教池袋 

【テーマ】 

点を取れたとしても 後まで切らさずにやる 

【試合内容】 

試合開始早々コーナーキックから点を決めることができて、試合を優位に進めることができた。後半に入

ると、点差があるからか集中力が切れ、相手に点を取られてしまった。その後も雰囲気が悪くなってしま

い良い攻撃をすることができなかった。 

【次戦に向けて】 

点を取っても、切り替えて 

0 対 0 だと思って絶対に切らさないようにやる。 

【担当】 

2 年 FW 

 

●10 月 21 日秋季大会 決勝戦 

【対戦相手】 

駿台中学校 

【テーマ】 

チームのルールを守る 

全力でやる 

【試合内容】 

早い時間に先制点を取ることができ、前半は試合を優位に運ぶことが出来た。しかし、後半の途中に立て

続けに失点し、北区大会準優勝という結果で地区大会を終えた。支部大会では北区代表に恥じない試合を

し、目標である都大会出場に向けて努力していきたい。 

【次戦に向けて】 

DF の強化 

決めるとこで決めきる 

【担当】 

2 年 GK 

 

 



●10 月 15 日秋季大会 準決勝 

【対戦相手】 

東京朝鮮中 

【テーマ】 

チームのルールを守る 

FW にボールを集める 

【試合内容】 

前半はとにかくチームのルールを徹底して守り、試合を優位に進められた。そして、セットプレーから何

度かゴールを決めることができた。 

後半は相手へのプレッシングが遅くなったり、1対 1で抜かれるシーンがあった。しかし、粘り強く守るこ

とができ、決勝に勝ち進むことができた。 

【次戦に向けて】 

DF 面の強化 

決め切るところで決める 

【担当】2年左 SB 

 

●10 月 15 日 T リーグ 

【対戦相手】Forza.02 

【テーマ】裏へ斜めの動き出し 

【試合内容】 

前半はほとんど相手のペースで自分達でボールをキープすることができずシュートまで行くことができな

かった。後半は前半よりはキープすることができたけど点数までつなげることができなかった 

【次戦に向けて】シュートを決めきる 

【担当】3年 DF 

●10 月 9 日 Ｔリーグ 

【対戦相手】東京小山 

【テーマ】 

相手のラインの裏へ斜めの動き出し 

サイドハーフの動き 

【内容】前半はサイドハーフの裏への動き出しで 1 点先制しその後マークが上手くつけてなく追いつかれ

た。後半はサイドから崩してまたリードしその後ディフェンスでうまくクリア出来ず２失点してしまい、

その後は細かくパスで崩し 2点を取り、合計 4対 3で勝利できた。 

【次戦に向けて】 

ディフェンスのマーク 

決め切るとこで決める 

【担当】3年フォワード 

 

●10/7 秋季大会 3 回戦 

【対戦相手】赤羽岩淵 

【テーマ】 

約束を守る 



徹底する 

追い込む 

【試合内容】 

前半は何度もいいシーンがあったが、なかなか決めきれなかった。ディフェンスはラインのアップとダウ

ンがしっかりできていたため、危ないシーンはなく前半を終えられた。後半は自分たちがやってきたこと

をしっかり出して大量得点が取れた。攻撃もディフェンスもしっかりできていた為、7-0 で勝利することが

できた。これからは前半のような決めるべきシーンで得点できるように練習していく。 

【次戦に向けて】 

練習をもっとして自分たちの力を 大限に引き出す 

【担当】 

2 年 DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●10/1 秋季大会 二回戦 

【対戦相手】明桜 

【テーマ】 

自分達の力を出す 

約束を守る 

【試合内容】 

前半は攻撃が上手くいっていて、点が入りそうなシーンが何度もあった。ディフェンスもしっかりライン

のアップ・ダウンが出来ていた。しっかり守れていたため、失点せずに前半を終えた。後半も、上手く攻撃

をしていたが一瞬の隙と事故が起こり、相手に点が入ってしまった。しかし、コーナーキックで点が入り

引き分けとなった。 

【次戦に向けて】 

決めるところをしっかり決める 

もっと練習をして自分達の限界で戦う 



【担当】 

2 年 DF 

 

●9 月 30 日 秋季大会予選 1回戦 

【対戦相手】堀船中学校 

【テーマ】 

約束事をしっかり守る 

しっかりパスを回す 

チームワーク 

トップにボールを入れる 

【試合内容】 

新チームになって初めて臨む公式戦の初戦だった。 

大量得点を撮ろうと焦ってしまい、チームの戦術を上手く出せなかった。ゴールから離れていても慌てて

シュートという選択が多くなってしまい、点も入らなく切り替えも遅くなってしまった。 

勝てたが内容は良くなかったので次戦までに修正する。 

【次戦に向けて】 

焦らずにボールを回す 

チームの雰囲気を良くする 

ペナルティエリアにどんどん入っていく 

【担当】2年右サイドハーフ 

 

●9/16 T リーグ 

【対戦相手】オーレ国立 

【テーマ】運動量、プレッシング 

【試合内容】前半は、相手に裏を取られてしまうことが多く、危ないシーンがあったが後半に入りファー

ストを前に返すことを意識し、自分たちでいい形をつくれて得点を入れることができた。 後相手に攻め

られたが、守りきることができて良かった。 

【次戦に向けて】全力でやる。 

【担当】2年 MF 

 

●8/23  

【対戦相手】攻玉社  

【テーマ】悔いない試合をする  

【内容】前半は立ち上がりから攻められて、なかなか自分達でボールをキープできることができず、ほと

んどシュートまで行けませんでした。そしてその流れのまま前半の終盤に先制点を取られてしまいました。

悪い流れを断ち切るために話をして点を取り返しに行こうとしましたが、うまくいかず負けてしまいまし

た。 

【次戦に向けて】切り替えて Tリーグに挑む  

【担当】3年 DF 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8/22 私学大会 一回戦 

【対戦相手】日大豊山 

【テーマ】持ってる力をちゃんと出す 

【試合内容】開始早々先制点をとることができ勢いがついて点を重ねていったが、後半になると徐々に勢

いを失っていきパスミスのシーンが増え、シュートもしっかり決めることができなくなって失点をしてし

まった。 

【次戦に向けて】勢いだけで戦わない 

【担当】3年 MF 

 

20170822_01 

 

20170822_02 

 

●8 月 19 日 夏季研修大会 

【対戦相手】桜ヶ丘 

【テーマ】とにかく声を出して元気よくやる 

【試合内容】 

声も出ていて自分達で雰囲気が作れていたのは良かった。目標に対してしっかり向き合えたところが次戦

にも繋がるような雰囲気だった。ワイドに広がってやるというやり方をうまくいかせていた。 

【次戦に向けて】 

前への勝負をもう少し積極的にやる。声を出す。 

【担当】 

2 年 FW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8/7～8/10 夏合宿(新潟遠征) 

【対戦相手】 

TOYOSAKA SC 

FC 東郷 

シバタ SC 

下越セレソン 

新潟ハマーレ 

【テーマ】 

ビルドアップ 

縦パスの入れ方 

後まで全力で戦うこと 

【試合内容】1日目の TOYOSAKA FC と FC 東郷は、相手が一二年生だったこともあり、うまく試合はこびが

できた。しかし、シバタ SC と下越セレソンは、うまく自分たちのペースにすることができなく、些細なミ

スが目立ち失点につながっていた。特に、下越セレソンでは、相手の 10 番を止めることができずに大差で

負けてしまった。 終日の、新潟ハマーレは、失点してしまう場面があったが、自分たちがやるべき事を

変えずにプレーをしていたら、自分たちの流れになり勝てる試合が多くなっていた。 

この新潟遠征では、とてもいい経験ができた。一人一人の些細な問題はまだまだあるが、私学大会に向け

ていい試合ができた。 

【改善点】決定力 

どんな状況でも同じプレーをする事 

【担当】3年 CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●8/6 U14 研修大会 

【対戦相手】 

ロク Jr.、本太、ラルゴ、ライオン 

【テーマ】 

１つ１つの試合を大切にする 

【試合内容】 

チーム全体で声を出せていて、 初から集中して試合に入れた。 

みんなが試合をムダにしないよう真剣に取り組んでいたと思う。 

こなすのではなく１つ１つの試合で経験したことを次につなげる。 

【次戦に向けて】 

夏季研修大会で優勝できるように全力で取り組む。 

【担当】 

2 年センターバック 

 

●8/5 北区選手権 3位決定戦 

【対戦相手】BB 城北 

【テーマ】ラインコントロール、FW につける 

【内容】立ち上がり自分達のペースで試合を支配でき、コーナーキックで蹴ったボールがそのままゴール

に入り、ラッキーな形で先制できた。その後セットプレイから点を決められ同点となったが、すぐに取り

返して前半を終えた。後半も前半の勢いのまま自分たちのペースで試合を運べ、追加点を取れた。ライン

コントロールのミスで決められたシーンもあったものの 後の 1 点を守りきって勝利した。北区選手権で

初の 3位という結果を得られた。 

【次戦に向けて】私学大会までこの流れを崩さない 

【担当】3年 MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8/4 北区選手権 

【対戦相手】 TFA 

【テーマ】 自分達の力を出し切る 

【試合内容】 みんなで全力で挑んだが相手の個々の技術や体の強さなどで大量得点を許してしまい、負け

てしまった。しかし失点をなるべく少なくできるように体を張ってゴールを守って、点数を取れるように

ゴールを目指せたので自分達にとっていいゲームになったと思う。 

【次戦に向けて】 どの試合にでも全力で挑む 

【担当】 3 年サイドハーフ 



●8/3 北区選手権 

【対戦相手】掘船中 

【テーマ】ボール回し、ラインコントロール 

【試合内容】前半からプレッシャーをかけボールを回して攻め続けたが決められるところで決め切れず、

30 本近くシュートを打ったのにも関わらず 12 点しか決められなかった。決定力に問題があるので、決め

きることを意識する。 

【改善点】決定力をつける 

【担当】3年 GK 

 

●8 月 1日 北区選手権 

【対戦相手】滝野川紅葉 

【 テーマ 】 

パスを回し、裏をとる、声を出す 

【試合内容】 

テーマどおりにパスを回し裏をとることができ、点をとることが出来た。しかし全体的に声が出ておらず

テーマどおりにすることが出来なかった。 

【次戦に向けて 】 

声を出す 

【担当】2年 FW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●7/30 一年生大会 

【対戦相手】本太、ロク Jr.ユース、LARGO FC、朝鮮 46、ロク、北浦和 

【テーマ】上級生がいなくても盛りあげてプレーする 

【試合内容】午前中は中学生を相手に運動量も落ちず声も出ていた。2 試合目は先制点を取られ更に 2 点

目を取られ苦しい試合になったが 1 年生 2 人が 3 点を取り返し逆転勝利した。午後の試合は小学生が相手

だったが普段とは違うルールに苦戦し連敗してしまった。 

【次戦に向けて】集中を切らさない。 

1 人 1 人が盛り上げる 

【担当】 

2 年 MF 

 

 

 



●7/29 北区リーグ 

【対戦相手】明桜 

【テーマ】 

約束をしっかり守りきる 

ラインコントロール 

チームへの声だし 

【試合内容】 

立ち上がりうまくパスが回らず、ディフェンスラインからのボールが出せなくなってしまい点数が取れな

かったが、試合をするにつれてみんなのプレーがよくなり、パスがうまく繋がるようになったことで、点

数も入った。ただ、ディフェンスからの声がまだ少ないと思うので声かけをきちんとした方がいいと思っ

た。 

【次戦に向けて】 

まず、チーム全員で 初から 100％で試合に挑む 

【担当】 

2 年 DF 

 

●7/27 練習試合 

【対戦相手】明大中野中 

【テーマ】パスをしっかり回す 

約束を守る 

【試合内容】 

前半は入りが悪く 3点も失点を重ねてしまった。後半は FW にボールをつけたが収められず攻められなくて

負けてしまった。 

【次戦に向けて】シュートを決めきる。 

パススピードを速くする 

【担当】３年 SB 

 

●7/22 練習試合 

【対戦相手】アクセル Jr. 

【テーマ】 

声をしっかり出して運動量をあげる 

【試合内容】 

全体的に声も少なく、運動量が少なかった。運動量が少ないことでボールがあまり回らず縦に急いでしま

って前に蹴るサッカーをしてしまっていた。サイドの選手がワイドに広がることができず、せまいサッカ

ーになってしまっていた。 

【次戦に向けて】 

運動量をあげてサイドの選手がワイドに広がる。 

【担当】 

2 年 MF 

 

 



●7月 17 日 Ｔリーグ 

【対戦相手】明大明治中 

【テーマ】 

ディフェンスラインのアップダウン 

自分たちのサッカーをやり続ける 

【試合内容】ディフェンス面ではマークが付けきれてなくボールウォッチャーになり三失点してしまった。

攻撃面ではパスは回せていたしやることは出来ていたが前線の選手の抜け出しや動き出しが少なく点が取

れなかった。 

【次戦に向けて】 

前線の選手の動き出し 

ディフェンスのマーク 

【担当】3年左サイドハーフ 

 

●7/16 T リーグ 

【対戦相手】成蹊中 

【テーマ】中の選手で崩す 

【試合内容】試合を通して、ペナルティーエリア外のシュートが多く、なかなか決定的なシーンを作るこ

とが出来なかった。後半は立て続けに二失点してしまったがすぐに二点取り返すことが出来た。しかし終

盤で失点してしまい、結果負けてしまった。 

【次戦に向けて】ペナルティーエリア内でシュートする 

【担当】3年 DF 

 

●7/10 食生活サポート 野球部合同 

【内容】 

5 年目、9度目となる食生活サポートを行いました。 

食生活サポートとは、食生活から『自らの力で自分を創り上げる方法』を学ぶ会であり、食と運動の関わ

りや自分自身の体の変化の比較など、半年に一度専門の方に来ていただき毎回違ったテーマで講習を行っ

ています。 

今回のテーマは『想定外も想定内のうちにする』ということでした。 

近のチームの様子や現状を選手たち自身が言葉にし、その中でも一人

一人の現状はどうなのかという視点から、食を中心に自分と向き合いま

した。例えば食のバランスチェックを行い、自分の体の状態と比較して、

前回よりもなにが成長したのかを分析しました。今年は例年よりも体が

大きく、前回のデータから特に 3 年は筋肉量が増え、身長も平均で 170

㎝を上回っていました。 

また今回は、そういった体の成長と食との関わりを各自が知った上で、

試合前のコンディションについても学びました。実際の試合開始時間か

ら逆算し、起きる時間や食べるものについてイメージして、そこから起

こり得る問題を明確にすることで、その対策として、なにをいつ食べれ

ばいいのか、なにを避けた方がいいのか、一人一人が自分と向き合い、

考えました。 



8 月後半からは、私学大会が始まります。3年にとっては 後の夏なので、それぞれが万全な状態で試合に

臨めるように、こういった講習を生かし完璧な準備をしていきたいです。 

【担当】 マネージャー 

 

●7/9 T リーグ 

【対戦相手】杉並 FC 

【テーマ】やることをかえない 

【試合内容】序盤から自分たちのペースで試合を進めることができたが、ちょっとしたミスで失点してし

まった。後半になると一個一個のボールを大事にすることができなくなってボールを失うようになってし

まった。 

【次戦に向けて】これからはミスを減らしていき、点を取れるようにしていく 

【担当】3年 MF 

 

●7/1 支部大会 1回戦 

【対戦相手】城北中 

【テーマ】自分たちがやって来たことを出す。 

【内容】立ち上がりはうまく試合に入ることが出来たが、集中力が

欠けた瞬間に 1つのミスから失点してしまった。 

後半、攻めるしかない状況だったので全力で点を取りに行った。後

半は自分たちが押していたが、 後まで点を取ることができなかっ

た。 

【次戦に向けて】私学大会まで切り替えてやる 

【担当】 3 年 MF 

 

●6/25 夏季大会 3 位決定戦 

【対戦相手】駿台学園中学校 

【テーマ】来週の試合のために形を作る 

【試合内容】入り出しから自分たちのサッカーができていなくて、ラ

インのコントロールもうまくいかなかった。その後失点が続いてし

まった。この試合は足が止まり自分たちのやるべきことを徹底的に

やることができなかった。また、グラウンド内でお互いに声をかけあ

ったり、雰囲気を作ることもできなかった。 

【次戦に向けて】次の試合まで練習をきっちりして 後まで全力で

戦い続ける 

【担当】3年 DF 

 

●6/18 夏季大会 準決勝 

【対戦相手】東京朝鮮 

【テーマ】ボール回しからサイド攻撃 

【試合内容】前半、後半共にいい守備ができて危ないシーンも少なかった。しかし、攻撃面ではチャンス

はいくつもあったものの決めきれず、0-0 のまま後半が終わった。そして、延長後半コーナーキックから失



点してしまった。そのまま 0-1 で負けてしまった。 後は、東京

朝鮮中の方が我慢強いチームだった。自分たちも気持ちの強いチ

ームになっていきたい。 

【改善点】決定力 サイド攻撃の仕掛けの速さ 

【担当】3年 CB 

 

 

 

 

●6/17 夏季大会 決勝リーグ 1 回戦 

【対戦相手】浮間中 

【テーマ】ボール回し、ラインコントロール 

【試合内容】前半立ち上がりは自分達のやりたいことをやれていたが、前半の中盤にラインコントロール

のミスで失点してしまった。しかし、1点取られても諦めずに取り返そうという気持ちでプレーし、結果 4-

1 で勝つことができた。 

【改善点】ミスを減らす 

【担当】3年 GK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●6/11 T リーグ 

【対戦相手】東京小山 

【テーマ】 

自分達の、できる限りの力をすべて出しきる。チームの中でしっかり盛り上げてやる。 

【試合内容】 

全体的に声が少なく、雰囲気があまり良くなかった。仲間同士で声を掛け合ったりすることがあまりなく、

相手のペースに合わせてしまい、ボールを回されてしまった。バックラインの裏に、ボールを出され失点

してしまった。後半は少し雰囲気も良くなったけれど、全体的にサイドにボールをうまく広げて攻撃する

自分達の強みがうまく出せなかった。 

【次戦に向けて】 

試合中の仲間への声掛けをしっかりするようにする。チームワークが一番大切であることを忘れない。 

【担当】 

二年 MF 

 

 



●6/11 練習試合 

【対戦相手】聖学院中、駿台学園中 

【テーマ】 

時間を無駄にしない。一人一人が声を出す。ミスを減らす。 

【試合内容】 

一試合目から、声かけを怠ったり、集中が切れてミスが多くなったりした。プレーの精度もまだまだの一

年生もいる中で、それをフォローできる二年生が少なかった。 

サイドバックのマークやゾーンディフェンスが、できてなかったから、苦戦してしまった。全体的に見て

みると、一人目がつぎの選手を見て、一人目を見たつぎの選手が出てくるという、連動が少なかったと思

う。 

結果はともかく、ベストが尽くせなかった試合だったので、もっと細かく精度を極めてつぎの試合にのぞ

みたい。 

【次戦にむけて】 

集中を切らさないように声かけをする。 

一人目、二人目に連動する動き、先のことを考えプレーをする。 

ゾーンディフェンス 

マーク・カバー 

【担当】2年左サイドバック 

 

●6 月 4日練習試合 

【対戦相手】聖学院中・東京朝鮮中 

【テーマ】 

ワイドに広がってパスを受ける 

声をみんなでかけて盛り上げる 

チームワーク 

【試合内容】 

1 試合目の前半はみんなで盛り上げて試合を進め、パス回しからいい形で攻撃ができた。前半は順調に点数

を重ねて 4‐0。後半はメンバーを代えて試合をしたがうまくボールが回せず点数もあまり伸びなかった。 

2 試合目も前半にいい形で攻めることができたが、なかなか決めきることができなかった。後半は上手くパ

スを繋ぐことができた。勝てたものの内容は 1試合目より良くなかった 

【次戦に向けて】 

個々の技術をあげる 

パスの精度をもっとあげる 

【担当】2年 CB 

 

●6 月 3日夏季大会予選 

【対戦相手】桜ヶ丘 

【テーマ】 

約束をしっかり守る 

パス回しで相手を抜く 

チームワーク 



【試合内容】 

立ち上がりから集中し、序盤からゴールを狙いに行った。うまくパスをつなげ良い形で点を入れることが

できた。コーナーキックはうまく中の選手が触り決めることが出来た。ダイレクトパスを使い、うまく抜

けたシーンもあった。ただ、決めきれていればもっと点数をとることが出来たと思う。次の試合はいつも

のシュート練習の成果を出して、決定力を上げる。 

【次戦に向けて】決めるところは決める 

【担当】 

2 年 DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●5 月 28 日 夏季大会予選 

【対戦相手】順天中 

【テーマ】 

約束を守る 

パス回しをしっかりする 

チームワーク 

【試合内容】 

前半はいい試合の入り方だったが攻撃陣が決めきれずに前半終了してしまった。 

後半はサイドからの攻めで崩しチャンスを作り一点を取ることができた。スコアは 1-0 と 小得点差であ

ったが、もっと点数を重ねられたと思う。次の試合では決めるべき場面でしっかり決められるようにする。 

【次戦に向けて】シュートを決めきる。 

【担当】3年 LSB 

 

●5 月 28 日練習試合 

【対戦相手】駿台、桐ケ丘中 

【テーマ】 

約束事をしっかり守る 

パスを回す意識を持つ 

無駄な時間を過ごさない 

ミスをしても切り替える 

周りの声掛け 

チャレンジ 

チームワーク 

 



【試合内容】 

1.2 年生だけのチームやり、まずは声を出して 3 年生がいつもやっているような事を自分たちなりにやっ

てみた。3 年生のコーチングもあり、サイドからの突破や無駄な時間を過ごさないように全力で試合をし

た。 

まだ 3 年生のようなパス回しが出来ていないのでまずは言われたことをできるようにこれからも練習をす

る 

【改善点】ポゼッション 

パスワーク 

【担当】２年右サイドハーフ 

 

●5 月 20 日 夏季大会予選 

【対戦相手】十条富士見中 

【テーマ】 

約束事をしっかり守る 

しっかりパスを回す 

チームワーク 

【試合内容】前半は自分たちのサッカーができて、いい形でシュートで終わることができた。しかし決め

きるところで決めきれず０対０。後半は前半以上にしっかりと集中し挑んだ。そしてコーナーを得た。練

習通りの形で先制することができたので良かった。しかしそこから守備の体制に入ってしまい、なかなか

自分たちの繋ぐサッカーが出来なかった。勝てたのは良かったが内容が良くなかったので次戦までに修正

する。 

【次戦に向けて】 

しっかり自分たちの繋ぐサッカーをする。やることを絶対に変えない。 

【担当】3年左サイドハーフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●5/14 T リーグ 

【対戦相手】クレセル 

【テーマ】勝ち負けではなく内容をよくする 

【試合内容】 

今日の試合は立ち上がりからハイプレスをかけてボールを奪うことができ、何度かシュートまで行けるシ

ーンがありました。それで得たコーナーで、練習していた形から先制点を決めれたのはよかったです。し

かし、前半のうちに逆転されてしまい、そのまま負けてしまいました。来週の公式戦までの課題を見つけ

ることができたので修正していきたいです 



【次戦に向けて】 

失点しても切り替えて、やることを変えない。 

【担当】3年 DF 

 

●5/5 北区リーグ 

【対戦相手】 赤羽岩淵 桜ヶ丘 

【テーマ】 ワイドに開く 

【試合内容】 

序盤は体力もあり、落ち着いてパスを回して点を取ることができ

た。後半になるにつれ体力が落ちていき、動きがとまりパスが回

らなくなった。 

危ない場面もあったのでこれからはもっと集中してやっていきた

い。 

【次戦に向けて】 

後まで集中する。アップとダウンの声かけ。 

【担当】3年 MF 

 

●5/4 北区リーグ 

【対戦相手】駿台、明桜、浮間 

【テーマ】 

仲間への声かけ カバーの意識 

【試合内容】 

大会が近いこともあり、本番をイメージして臨んだ。仲間がいいプレーをした時やミスをした時にチーム

全体で声をかけあい、初戦の明桜戦では自分たちのプレーができた。だか浮間戦では足が止まり、集中し

きれなかった。 

【次戦に向けて】 

切り替えを早くする 

味方へのフォローと声かけ 

【担当】3年 MF 

 

●5/3 T リーグ 

【対戦相手】明大明治 

【テーマ】サイドチェンジ、ラインのアップダウン 

【試合内容】みんな肩に力が入っていて、試合の入り方が悪かった。先制点を取られてしまい、その後 1点

取り返したが 1対 6で敗北した。 

後半は一人一人が少しずつ手を抜いてしまい、全員が試合に集中しきれない負け試合になってしまった。 

この敗北を糧にしてこれから自分を鍛え直したい。 

【改善点】パス回し ワイドに広がる 

【担当】3年 SB 

 

 



●4／30 北区リーグ 

【対戦相手】tfa,駿台,BB 城北 

【テーマ】サイドからの攻撃 

【試合内容】三試合とも勝てたが、一試合目の立ち上がり悪い流れでプレーしてしまった。また、相手に

合わせて自分たちのプレーをしない場面があった。これからは、相手に通用する攻撃を見極め自分たちの

流れでプレーする。 

【改善点】 終ラインの上げ下げ 

サイドへの展開 

【担当】2年 CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●4/29 練習試合 

【対戦相手】高島 1中、高島 3中 

【テーマ】チーム全体の声 

【試合内容】高島 1中との試合では、ディフェンスから中盤へのパス交

換が少なかったためパスがあまり繋げず、声も出ていなかった。高島 3

中との試合ではボールが収まらず、ボールロストが目立った。2試合と

も勝てたのは良かった。 

【改善点】ボールポゼッション、全体の声 

【担当】3年 GK 

 

●4 月 16 日 T リーグ 

【対戦相手】 

Forza ’02 

【テーマ】 

集合と拡散、体をぶつける 

【試合内容】 

前半、序盤から集中しきれていず失点してしまい、その後も自分達にチャンスがあったが、 後までつな

いで決めきれず、ボールウォッチャーになってしまい失点が続いてしまった。後半は足が止まり、ライン

バックやマークのつき方、セカンドボールの広い方と体の使い方があまり上手くできなかった。 

【次戦に向けて】 

後まで走り負けず、体をしっかり相手にあて、ミスがあっても声をかけあってプレーする。 

【担当】 

2 年 FW 



●4月 9日 練習ゲーム 

【対戦相手】 

東京都市大学付属中学校 

【テーマ】 

ラインのアップダウンと中盤の位置関係 

【試合内容 

初の方は、しっかりボールを回すことができ、うまくボールを支配することができたので先制点を取れ

た。しかしその後は、セットプレーのマークミスにより点を取られてしまった。そこから雰囲気が悪くな

ってしまい 2点目を取られ、競る場所で身体をいれられず先に相手に触れられることが多かった。 

【次戦に向けて】 

まず、セットプレーのマークをしっかりして仲間同士声をかけ合う。中盤の位置関係を意識してプレーを

する。点を取られても、しっかり切り替えてやる。 

【担当】 

2 年 MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●3 月 30 日 大原研修大会 

【対戦相手】 

國學院久我山・アミーゴ・明大中野 

【テーマ】 

ラインのコントロール・声出し 

【試合内容】 

ラインの上げ下げをしっかりとやったことにより相手の攻撃の仕方をやりにくくすることが出来た。ハイ

ボールの処理を中盤の選手が行うことで、前線でのパス回しが上手く行った。もし跳ね返せなくてもディ

フェンスラインの選手が処理をすることが出来た。 

【次戦に向けて】 

アップからしっかりと準備をして、 初から 100％の力を出せるようにする。 

【担当】２年 DF 

 

●3 月 29 日大原研修大会 

【対戦相手】 九曜 FC FC 習志野 大原中 

【テーマ】 

ディフェンスラインの上げ下げ 

中盤での球際 



【試合内容】九曜戦では立ち上がりが悪くすぐ失点してしまった。しかし、しっかりと自分たちのやるこ

とをやり、ラインの上げ下げもやれていて、結果は勝つことができたのでよかった。 

FC 習志野戦では失点が多く足が止まってしまったが、自分たちの通用しなかった部分がわかったので修正

する。 

今日の良かったところ、悪かったところをしっかりと頭に入れ次の試合に活かしていきたい。 

【改善点】チーム戦術の共有 

【担当】 3 年 左サイドハーフ 

 

●3 月 28 日大原研修大会 

【対戦相手】 

つくば FC、久留米 FC、三室中 

【テーマ】 

ラインコントロール、チーム戦術の共有 

【試合内容】 

一試合目は試合入り方が悪く失点してしまい、その後もラインコントロールがうまくできず立て直せなか

った。 

二試合目は一試合目の反省を活かし失点を防ぐことができた。 

【次戦に向けて】 

ラインコントールの意識 

ラインの UP、down の声をかけ合う 

【担当】3年 SB 

 

●3 月 27 日 

【対戦相手】東京朝鮮 TFA 

【テーマ】ラインコントロール、経験を積む 

【試合内容】前半はパスがまわりにくく動きも重かったが後半になるに

つれ個人の運動量が上がってパスがまわるようになった。負けてしまっ

たがいい経験になった 

【次戦に向けて】前半から全力でできるようにする 

【担当】3年 FW 

 

●3 月 25 日 

【対戦相手】VIGORE 

【テーマ】ラインコントロール、セカンドボールの処理 

【試合内容】前半は自分達がボールを支配でき先制点も取れたがライン

コントロールのミスで失点をしてしまった。後半はラインコントロール

のミスが度々続いてしまい大量失点をしてしまった。 

【次戦に向けて】ラインコントロールをしっかりし、up、down の声をか

けあう 

【担当】3年 MF 

 



●3/18 T リーグ 

【対戦相手】OLE 国立 

【テーマ】サイドチェンジ 

【試合内容】試合の入り方が良くなく全体的にパスミスが多かった。慌ててパスを出したりマークにつき

きれなかったりしていた。一つのパスミスから一点取られてしまいその後セットプレーで追加点を取られ

てしまった。そこから立ち直すことができず、後半にも 1点取られてしまい、0ー3で敗北した。 

【改善点】ラインコントロール、パス回し 

【担当】2年 SB 

 

●3/12 T リーグ 

【対戦相手】成蹊中 

【テーマ】パスをつなぐ 

【試合内容】前半はしっかりパスが回せていて声も出ていました。しかし、後半は足が止まってしまい、

パスをまわせずにボールを蹴るサッカーになってしまった。 

【改善点】運動量、パスまわし 

【担当】2年 GK 

 

●3/11Ｔリーグ 

【対戦相手】杉並 FC 

【テーマ】幅の使い方 守備の意識 

【試合内容】前半は、相手の攻撃を上手く守りきることができ、0-0 で終えた。後半は、中盤で先制点を許

してしまい立て続けに失点してしまった。その後は、守りきったものの、得点は入れることができず 0-2 で

初戦は終わった。だか、上手く行ったプレーも多くあったのでこの先の試合でも生かしていきたい。 

【改善点】 終ラインの上げ下げ 運動量 

【担当】2年 CB 


