２００４年

１年生（Ｕ－７）
結果

試合

間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月２１日（月）

●練習試合●

富雄南小Ｇ

壱分Ａ ７－０ 桜ヶ丘

得：遠藤５ 住本 濱田

壱分Ａ １－２ 真 弓

得：遠藤

壱分Ｂ ２－０ 真 弓

得：波多江 中井

壱分Ｂ ５－０ 桜ヶ丘

得：高垣５

大ゲームでした。いろいろな選手が積極的にボールに関わっていました。（樋口Ｃ）

平成１７年３月１２日（土）

●練習試合●

富雄南小Ｇ

壱分Ａ ３－０ セレソンＡ

得：遠藤 桝井２

壱分Ａ ２－０ セレソンＡ

得：高垣２

壱分Ａ １－３ センチュリーＡ

得：桝井

壱分Ａ １－３ センチュリーＡ

得：遠藤

壱分Ｂ ７－０ セレソンＢ

得：住本３ 梅田 東藤２ ＯＧ

壱分Ｂ ０－１ セレソンＢ
壱分Ｂ ４－３ センチュリーＢ 得：東藤３ 下田
壱分Ｂ ３－２ センチュリーＢ 得：東藤 下田 不明
１年生にとっては５ケ月ぶりの待ちに待った試合でした。寒さと前日の雨でグラウンドの状態が悪か
ったのですがみんな元気良く最後までモチベーションを下げることなくボールを追いかけけることが
できました。１月から１対１の練習を毎回取り入れており、その成果がでてきているように思えます。
身体の入れ方もよかったです。高松くんのボールを怖がらないナイスセーブが印象的でした。休憩
の時に山本くんが「どうしたらサッカーがうまくなるかな」と自分から質問してくれたことがとてもうれし
かったです。〈樋口Ｃ〉

平成１６年１１月１３日（土）

●生駒市１年生大会（決勝リーグ）●

●１位リーグ
壱分１ １－１ 俵口１

得：南部

生駒山麓公園Ｇ

壱分１ ０－３ 生駒２
壱分１ １－３ 俵口２

得：遠藤

●２位リーグ
壱分３ ３－４ 真弓

得：高垣 東藤 中井

壱分３ １－１ 生駒１

得：中井

壱分３ 不明 ゴレイロ１
●３位リーグ
壱分２ ２－４ アスペガス４

得：下田 増田

壱分２ ５－１ アスペガス２

得：増田 上西３ 梅田

壱分２ １－４ アスペガス１

得：不明

壱分１が１位リーグ４位で賞状を獲得しました！

平成１６年１１月６日（土）

●生駒市１年生大会（予選リーグ）●

壱分１ ７－０ アスペガス１

得：桝井３ 南部２ 遠藤２

壱分１ ３－２ 真弓

得：南部２ 遠藤

壱分１ ２－１ ゴレイロ２

得：住本 不明

壱分２ １－３ 俵口２

得：増田

生駒山麓公園Ｇ

壱分２ ０－１ 生駒１
壱分２ ３－０ アスペガス３

得：増田２ 下田

壱分３ ３－６ 俵口３

得：東藤２ 山本

壱分３ ４－０ 桜ヶ丘

得：東藤 中井２ 濱田

壱分３ ５－１ アスペガス２

得：東藤３ 中井２

均等にグループ分けした３チームが出場。みんな最後まで頑張って走りきることができました。予選
の結果は壱分１が１位リーグへ、壱分２が３位リーグへ、壱分３が２位リーグへそれぞれ進出です。
３チームともトロフィー目指してガンバロウ！！

平成１６年１０月１０（日）

●練習試合●

大瀬中Ｇ

壱分Ａ ２－３ 平群

得：高垣 増田

壱分Ａ ７－０ 桜ヶ丘

得：桝井４ 増田 高垣

壱分Ｂ ２－１ 桜ヶ丘

得：上西 中井

壱分Ｂ ０－７ 平群
壱分Ｃ ０－９ 平群
壱分Ｃ ４－０ 桜ヶ丘

得：住本３ 南部

今日は１８人３チームだったので交替なしでみんな十分に試合を楽しんでいました。

平成１６年９月１９（日）

●練習試合●

壱分Ａ ２－４ 桜ヶ丘

得：住本 山本

壱分Ａ ２－３ 俵口Ｂ

得：高垣 東藤

生駒山麓公園Ｇ

壱分Ａ ０－１１斑鳩
壱分Ａ １－６ 俵口Ａ

得：東藤

壱分Ｂ １－３ 俵口Ａ

得：上西

壱分Ｂ ２－４ 斑鳩

得：波多江 増田

壱分Ｂ １－５ 俵口Ｂ

得：増田

壱分Ｂ ０－１ 桜ヶ丘
「たくさんボールをさわろう。練習しているドリブルにチャレンジしよう。相手より早くボールをさわろ
う。」という方向性でやりました。結果は全敗でしたが、子どもたちは試合ができることを楽しんでい
るようでした。

平成１６年７月４（日）

●生駒市１年生大会●

生駒総合公園Ｇ

○予選リーグ○
壱分１ ２－１ アスペ２

得：住本 ＯＧ

壱分１ ０－１ 俵口１
壱分２ ５－０ アスペ３

得：中井５

壱分２ １－５ ゴレイロ

得：中井

壱分３ ２－０ アスペ１

得：南部２

壱分３ ０－８ 真弓
○決勝リーグ（Ｂリーグ）○
壱分１ ２－０ 壱分２

得：波多江 濱田

壱分２ １－４ 壱分３

得：下田２ 高垣 當山 中井

壱分１ ２－２ 壱分３

得：高垣 梅田 竹本 濱田

予選の結果、壱分３チームともにＢリーグに残り、壱分３がトロフィーをゲットしました！！

平成１６年６月１９（土）
壱分Ａ ０－２ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－５ 俵口Ｂ

●練習試合●

生駒東小Ｇ

壱分Ｂ ０－１２俵口Ｂ
壱分Ｂ ２－２ 俵口Ａ

得：仲井２

壱分Ｃ ２－２ 俵口Ａ

得：南部 梅田

壱分Ｃ １－５ 俵口Ｂ
初めての試合でしたが、みんな最後まで集中して、サッカーを楽しんでいました。

２００４年

２年生（Ｕ－８）
結果

試合

間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月１９日（土）

●練習試合●

壱分Ａ ２－１ 俵口Ａ

得：奥田２

生駒健民Ｇ

壱分Ａ ０－１ 俵口Ｂ
壱分Ａ ２－１ 俵口Ｃ

得：奥田 ＯＧ

壱分Ｂ １－１ 俵口Ａ

得：近藤

壱分Ｂ ２－２ 俵口Ｂ

得：浅井 島田

壱分Ｂ １－１ 俵口Ｃ

得：尾畑

壱分Ｃ ０－２ 俵口Ａ
壱分Ｃ １－２ 俵口Ｂ

得：井上

壱分Ｃ ０－２ 俵口Ｃ
壱分Ａ：１試合目はみんな最後まで集中力を切らさずに、全員攻撃全員守備の壱分サッカーができ
ました。（鷲見Ｃ） 壱分Ｂ：攻撃が沢山できて楽しそうでした。（浅井Ｃ） 壱分Ｃ：各々が楽しくサッカ
ーをし、どの試合も実力を出し切る内容でした。（藤本Ｃ）

平成１７年３月５日（土）

●練習試合●

生駒東小Ｇ

壱分Ａ ０－７ 桜ヶ丘
壱分Ｂ １－１ 桜ヶ丘

得：島田

壱分Ｃ ３－１ 桜ヶ丘

得：近藤 奥田 廣畑

平成１７年２月１１日（金）

●練習試合●

生駒東小Ｇ

壱分Ａ ０－３ 桜ヶ丘
壱分Ａ ４－０ 三郷

得：浅井３ 尾畑

壱分Ｂ ０－３ 桜ヶ丘
壱分Ｂ ４－０ 三郷

得：上田３ 廣畑

壱分Ｃ ９－０ 三郷

得：奥田５ 井上２ 逢坂 為永

壱分Ｃ ０－０ 桜ヶ丘
１ヶ月ぶりの試合でしたが動きの良い選手や「キラッ」と光るプレーが多く見られました。（金谷Ｃ）

平成１７年１月３０日（日）
壱分 １－０ 平群

●練習試合●

平群東小Ｇ

得：尾畑

壱分 ０－０ 平群
壱分 ０－０ 平群
壱分 １－０ 平群

得：松元

壱分 ３－０ 平群

得：奥田２ 島田

壱分 ２－０ 平群

得：石田 島田

守備は「全員で守る」ができていたため失点はありませんでした。攻撃の方でも「全員で攻める」こと
ができていたためもう少しで得点できるような惜しい場面や、ナイスドリブル、ナイスチャレンジがで
きていました。（金谷Ｃ）

平成１６年１２月２６日（日）
壱分 １－１ 平群

●練習試合●

平群東小Ｇ

得：尾畑

壱分 ０－１ ﾃﾞｨｽﾊﾟｰﾛ
１１人制で広いピッチでの２０分ゲームでしたが子ども達は誰一人途中でバテることなく元気一杯走
り回っていました。（金谷Ｃ）

平成１６年１２月１２日（日）
壱分Ａ ４－３ 郡山Ａ

●練習試合●

郡山高校Ｇ

得：奥田２ 上田 辻本

壱分Ａ ３－０ 山田荘Ａ

得：奥田３

壱分Ａ ５－１ 山田荘Ｂ

得：奥田２ 辻本 上田 浅井

壱分Ａ １－０ 郡山Ｂ

得：浅井

壱分Ｂ ０－２ 山田荘Ｂ
壱分Ｂ ６－２ 郡山Ｂ

得：鷲見２ 本庄２ 尾畑２

壱分Ｂ ３－２ 山田荘Ａ

得：井上 廣畑２

壱分Ｂ ４－０ 郡山Ａ

得：廣畑２ 鷲見 本庄

得点のたびに子供たちはもりあがり，ゴールパフォーマンスは特にカッコよかったです（浅井Ｃ）。ビ
ックリするようなスーパープレーがたくさんあり本当に驚きました（金谷Ｃ）。

平成１６年１１月２８日（日）

●生駒市２年生大会（決勝リーグ）●

生駒総合公園Ｇ

壱分１ ２－０ 桜ヶ丘１

得：奥田 鷲見

壱分１ ２－２ 俵口２

得：奥田 近藤

壱分１ ０－８ ゴレイロ１
壱分２ １－３ 俵口４

得：

壱分２ ２－０ 生駒２

得：

壱分２ ２－１ アスペガス２

得：

壱分３ ０－０ アスペガス１
壱分３ １－１ 生駒１

得：辻本

壱分３ ４－０ アスペガス３

得：浅井３ 矢尾

壱分４ １－１ ゴレイロ２

得：廣畑

壱分４ ０－２ 俵口３
壱分４ ０－２ 桜ヶ丘２
壱分１は１勝１敗１分で１位リーグ３位賞状ゲット！！、壱分２は２勝１敗で３位リーグ２位、壱分３は
１勝２分で２位リーグ２位、壱分４は０勝２敗１分で４位リーグ４位。

平成１６年１１月２７日（土）

●生駒市２年生大会（予選リーグ）●

壱分１ ２－２ 生駒１

得：奥田 ＯＧ

壱分１ １－０ 俵口４

得：奥田

壱分１ ７－０ 真弓２

得：奥田２ 鳥山２ 鷲見２ 福原

壱分１ ３－２ 桜ヶ丘２

得：近藤 鳥山２

壱分２ ２－３ アスペガス３

得：

壱分２ ３－１ 俵口３

得：

壱分２ ２－０ 真弓１

得：

壱分２ １－３ 桜ヶ丘１

得：

壱分３ ２－２ アスペガス２

得：本庄 尾畑

壱分３ ４－４ 俵口２

得：浅井 辻本 平居 尾畑

壱分３ ７－２ 生駒３

得：浅井２ 辻本 本庄２ 尾畑 ＯＧ

壱分３ ３－２ ゴレイロ２

得：平居 尾畑 浅井

壱分４ ０－２ 俵口１
壱分４ ０－５ アスペガス１
壱分４ １－０ 生駒２

得：北方

壱分４ １－４ ゴレイロ１

得：北方

生駒総合公園Ｇ

壱分１は３勝１分けで１位リーグへ、壱分２は２勝２敗で３位リーグへ、壱分３は２勝２分けで２位リー
グへ、壱分４は１勝３敗で４位リーグへ、それぞれ進出。どのチームの子も他のチームの子よりも一
生懸命にボールを追いかけて走っていました。みんなすごく良かったです。（金谷Ｃ）

平成１６年１１月２３（火）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 A ０－７ 斑鳩Ａ
壱分 A ０－６ 斑鳩Ｂ
壱分Ａ ７－０ 三郷

得：鷲見３ 尾畑２ 奥田２

壱分 B １－２ 斑鳩Ａ

得：本庄

壱分Ｂ ２－４ 斑鳩Ｂ

得：石田 廣畑

壱分Ｂ ４－１ 斑鳩Ｃ

得：本庄 福原 廣畑 石田

壱分Ｃ ６－２ 斑鳩Ｃ

得：奥田３ 島田 鳥山 ＯＧ

壱分Ｃ ６－１ 三郷

得：奥田 近藤 島田４

壱分 C ３－１ 斑鳩Ｃ

得：奥田２ 鳥山

壱分Ｄ ８－０ 三郷

得：浅井５ 為永２ 矢尾

壱分Ｄ ２－０ 斑鳩Ｃ

得：辻本 矢尾

壱分Ｄ ０－７ 斑鳩Ａ
全試合とも集中して元気よくゲームを楽しんでいました。みんなで攻めてみんなで守るサッカーが出
来ていたと思います。どの試合も終了後、汗いっぱいで息を切らしながら、ヘトヘトになりながらもゲ
ームを満喫し満足げに帰ってくる選手達の顔がとてもたくましく思えました。（鳥山Ｃ）

平成１６年１０月１７（日）

●練習試合●

壱分 A ２－１ 郡山Ａ

得：奥田２

壱分 A ６－１ アスペガスＡ

得：奥田 上田 島田２ 石田 福原

壱分Ａ １－１ 桜井南

得：島田

壱分Ａ １－１ アスペガスＢ

郡山高校Ｇ

得：奥田

壱分 B ０－１ 郡山Ｂ
壱分Ｂ ２－４ アスペガスＢ
壱分Ｂ １－０ 桜井南

得：辻本 鳥山
得：為永

壱分Ｂ ０－２ 郡山Ａ
壱分Ｃ １－１ アスペガスＢ

得：本庄

壱分Ｃ ６－０ 郡山Ｂ

得：宮城 浅井３ 鷲見 尾畑

壱分 C ２－４ アスペガスＡ

得：鷲見 尾畑

壱分Ｃ １－０ 郡山Ａ

得：宮城

A チーム：大ゴールということでたくさん得点できました。みんな攻める意識が高かったです。
Ｂチーム：みんなで攻めてみんなで守るという形で試合ができたので良かったです。
Ｃチーム：チーム一丸となって攻撃と守備に良い動きをしていました。

平成１６年１０月１０（日）

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

壱分 A １－４ 俵口Ｃ

得：福原

壱分 A ２－３ 桜ヶ丘Ｂ

得：福原 奥田

壱分Ａ ４－４ 俵口Ｂ

得：廣畑 島田 奥田２

壱分 B ２－１ 桜ヶ丘Ａ

得：辻本 為永

壱分Ｂ １－５ 俵口Ｂ

得：辻本

壱分Ｂ ０－４ 俵口Ａ
壱分Ｃ １－０ 俵口Ａ

得：尾畑

壱分Ｃ １－３ 俵口Ｃ

得：浅井

壱分 C ３－２ 桜ヶ丘Ｂ

得：近藤 宮城 鷲見

A チーム：２試合以降はみんなが個々の持ち味を発揮して攻守に奮闘、特に第３試合の前半は一
挙に４点を挙げて、大いに盛り上がりました。
Ｂチーム：第一試合は全員が集中して攻守ともよく走っていました。Ｃチーム：桜ヶ丘Ｂとの試合では
２点先制されながらも諦めることなく、全員で力を合わせて大逆転できた事で、一層試合の面白さを
実感出来たと思います。

平成１６年９月２３（祝）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 A ０－０ 平群
壱分 A １－０ 郡山

得：廣畑

壱分Ｂ ０－０ 郡山
壱分Ｂ １－２ 平群

得：島田

壱分Ｃ ０－２ 平群
壱分 C ２－２ 郡山

得：奥田 鳥山

今日も３０名出席のため１０人制で試合をしました。

平成１６年９月２０（祝）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 A ３－２ 俵口Ａ

得：辻本 廣畑 尾畑

壱分 A ０－０ 俵口Ｂ
壱分Ａ ０－１ 桜ヶ丘Ｂ
壱分 B ３－１ 俵口 B

得：中前 島田 浅井

壱分Ｂ １－１ 桜ヶ丘Ｂ

得：浅井

壱分Ｂ ０－０ 真弓
壱分Ｃ ０－１ 俵口Ａ
壱分Ｃ １－１ 俵口Ｂ

得：奥田

壱分 C １－０ 桜ヶ丘Ａ

得：矢尾

壱分

０－３ 俵口Ｃ

３０名出席のため１０人制で試合をしました。

平成１６年８月４日（水）

●練習試合●

壱分 A １－３ ＤＣ斑鳩

得：島田

壱分 B ４－２ ＤＣ斑鳩

得：奥田２ 鷲見２

壱分 C １－４ ＤＣ斑鳩

得：浅井

壱分小Ｇ

他にも紅白戦をたくさんやりました。ＤＣ斑鳩さんありがとうございました。

平成１６年７月２８日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 A ０－３ 桜ヶ丘Ａ
壱分 A ２－３ 桜ヶ丘Ｂ

得：奥田２

壱分 B １－３ 桜ヶ丘 B

得：鷲見

壱分 B ０－２ 桜ヶ丘Ａ
壱分 C ２－０ 桜ヶ丘Ａ

得：廣畑２

壱分 C １－２ 桜ヶ丘 B

得：森川

平成１６年７月１９日（祝）
壱分 A ６－０ セレソン

●練習試合●

得：上田３ 広畑２ 石田

壱分 A ０－０ 生駒 A
壱分 B ０－２ 生駒 B
壱分 B １－４ 生駒 A

壱分小Ｇ

得：辻本

壱分 C ６－０ セレソン

得：島田３ 近藤 柴田 松元

壱分 C ２－１ 生駒 B

得：島田 奥田

壱分 D ２－０ セレソン

得：逢坂 宮城

暑い中ヘトヘトになりながらよくがんばりました。

平成１６年６月１３（日）

●生駒市２年生大会（決勝リーグ）●

イモ山公園Ｇ・山麓公園Ｇ

壱分１ ３－０
壱分１ ２－３
壱分１ ２－４
壱分２ ５－０ 真弓２

得：広畑２ 森川 本庄 鷲見

壱分２ １－０ 真弓１

得：本庄

壱分２ １－０ 生駒３

得：為永

壱分３ ４－２
壱分３ ５－２
壱分３ ０－３
壱分４ ２－１
壱分４ １－１
壱分４ １－２
参加２０チーム中、壱分１総合８位、壱分２総合１７位、壱分３総合６位、壱分４総合１０位でした。壱
分２がＥリーグで優勝！！

平成１６年６月１２（土）

●生駒市２年生大会（予選リーグ）●

壱分１ ２－０
壱分１ １－０
壱分１ ０－１
壱分２ １－１ 真弓１

得：鷲見

壱分２ ３－３ アスペ１

得：広畑 柴田 鷲見

壱分２ １－８ ゴレイロ１

得：ＯＧ

壱分３ ５－０
壱分３ ３－２
壱分３ ３－３
壱分４ ５－３

生駒総合公園Ｇ

壱分４ １－２
壱分４ １－２
壱分１はＢリーグへ、壱分２はＥリーグへ、壱分３はＢリーグへ、壱分４はＣリーグへそれぞれ進出。

平成１６年６月５（土）
壱分Ａ １－１ 桜ヶ丘Ａ

●練習試合●

生駒東小Ｇ

Ａチーム得点者：上田２ 近藤２ 柴田２ 北方

壱分Ａ １－０ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ａ ５－０ 郡 山Ａ
壱分Ａ ０－６ 郡 山Ｂ
壱分Ｂ ０－３ 桜ヶ丘Ａ

Ｂチーム得点者：為永２ 廣畑４

壱分Ｂ １－３ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｂ ０－０ 郡 山Ａ
壱分Ｂ ５－１ 郡 山Ｂ
壱分Ｃ １－３ 桜ヶ丘Ａ

Ｃチーム得点者：浅井５ 鳥山２ 尾畑２ 福原２

壱分Ｃ ３－１ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｃ ６－０ 郡 山Ａ
壱分Ｃ ４－１ 郡 山Ｂ
壱分Ｄ ２－０ 桜ヶ丘Ａ

Ｄチーム得点者：奥田８ 中前２ 島田 矢尾 宮城 芳之内 平山

壱分Ｄ ２－２ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｄ ９－０ 郡 山Ａ
壱分Ｄ ２－０ 郡 山Ｂ
暑い中、みんな最後まで頑張りました。

平成１６年４月２９（祝）
壱分Ａ ２－３ 俵口Ａ

●練習試合●

壱分小Ｇ

Ａチーム得点者：島田 藤本 奥田５

壱分Ａ ３－６ 俵口Ｂ
壱分Ａ １－３ 俵口Ｃ
壱分Ａ １－０ 俵口Ｄ
壱分Ｂ ３－３ 俵口Ａ

Ｂチーム得点者：不明

壱分Ｂ ３－２ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ３－１ 俵口Ｃ
壱分Ｂ ２－０ 俵口Ｄ
壱分Ｃ ２－４ 俵口Ａ

Ｃチーム得点者：鷲見 為永 福原２ 本庄２ 廣畑３

壱分Ｃ ２－４ 俵口Ｂ
壱分Ｃ ２－０ 俵口Ｃ
壱分Ｃ ３－２ 俵口Ｄ
壱分Ｄ ０－１ 俵口Ａ

Ｄチーム得点者：鳥山 浅井 尾畑４

壱分Ｄ ２－３ 俵口Ｂ
壱分Ｄ １－２ 俵口Ｃ
壱分Ｄ ３－１ 俵口Ｄ
接戦が多くて楽しめました。

平成１６年４月２９（祝）

●練習試合●

壱分Ａ ０－２ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ａ ２－０ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－３ 俵口Ｃ
壱分Ｂ ２－１ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｂ １－３ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ２－５ 俵口Ａ
壱分Ｃ ０－２ 俵口Ｃ
壱分Ｃ １－１ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｃ １－３ 俵口
壱分Ｄ １－８ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ｄ １－３ 俵口Ｂ
けっこう得点がとれるようになってきました。

壱分小Ｇ

２００４年

３年生（Ｕ－９）

試合

結果
間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月２７日（日）

●練習試合●

古川Ｇ

壱分 ０－０ 桜井南
壱分 １－１ ポルベニル

得：廣田

壱分 ７－５ ポルベニル

得：瀧本５ 藤沢 内潟

壱分 ０－９ 東和

平成１７年３月１３日（日）

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

壱分 ０－１ 俵口Ｂ
壱分 ３－１ 桜ヶ丘

得：瀧本３

壱分 ３－０ 俵口Ａ

得：金森 瀧本２

３年生最後の試合にふさわいし、内容の良い試合ができたと思います。みんながいろんな個
人技を見せ、見ていて楽しく嬉しかったです。この 3 月で九州に引っ越しをする金森君が最後
の 3 試合目にゴールを決めました！〈澤田Ｃ〉

平成１７年３月６日（日）

●I リーグ●

北大和Ｇ

壱分 ０－９ 桜ヶ丘
壱分 ０－１１ 俵口Ｂ
4 年生相手に全員が「フェイントをきめてこよう」をテーマに試合に挑みました。試合には負け
てしまいましたがほとんどの選手がフェイントを決めることができました。（澤田Ｃ）

平成１７年３月６日（日）

●練習試合●

壱分 １－２ セレソン

得：桝田

壱分 ２－１ 富雄

得：瀧本２

丸山Ｇ

壱分 １－３ 京都田辺

得：瀧本

壱分 ０－０ セレソン
久々に３年生の試合をじっくり見ましたがみんな上手くなっている！というのが実感です。そし
て練習していたフェイントをいとも簡単にこなしてしまう子ども達にビックリしました。本日のナ
イスプレーは桝田君のクライフターンや、田中君のダブルタッチ、瀧本君の大きな切り返しな
どがありましたが、一番のナイスプレーは、良く声を出していた我如古さんだと思います。【金
谷Ｃ】

平成１７年２月１９日（土）

●練習試合●

生駒東Ｇ

壱分 ０－３ 平群
雨で１試合しかできませんでした。藤原君のシザースからのドリブル突破と廣田君のインター
セプトからの攻撃がナイスプレーでした！。天候の悪い中、どれくらい来るだろうと思ってまし
たが 17 名参加でほぼ普段通り。だんだんヤル気が出てきました。（澤田Ｃ）

平成１７年２月１３日（日）
壱分 １－０ ＹＭＣＡ

●練習試合●

生駒健民Ｇ

得：瀧本

壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ２－４ ＹＭＣＡ

得：瀧本２

１試合目は前半からかなりの劣勢でしたがしぶとく守りぬき、後半の瀧本くんの得点でそのま
ま逃げ切り、強豪ＹＭＣＡ相手にいきなりの勝利！！みんなの頑張りの成果が出たナイスゲ
ームでした！！。桝田くん、三好くん、井上くんの調子が良かったです。（澤田Ｃ）

平成１７年２月１１日（金）

●練習試合●

壱分 ２－０ 門真沖

得：瀧本 金森

壱分 １－３ 門真沖

得：瀧本

生駒健民Ｇ

壱分 ０－０ 門真沖
今日はみんな良かったですが特に井上くんの正確なターンが良かった。（澤田Ｃ）

平成１７年２月６日（日）

●Ｉリーグ●

生駒健民Ｇ

壱分Ａ ０－０ アスペガス
壱分Ａ ０－３ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ０－２ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ０－５ 生駒
４年生相手に思ったほどの劣勢ではなく、たくさんボールも持てました。２年生助っ人のみん
なありがとう。（澤田Ｃ）久々に３年生の試合をじっくり見ましたが成長に驚きました。ボールを
取られてもあきらめず何度でも取り返しに行くねばり強さを見せてもらいました。（金谷Ｃ）

平成１７年２月５日（土）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ３－１ 桜ヶ丘

得：藤沢 桝田 瀧本

壱分 ４－１ 桜ヶ丘

得：瀧本２ 内田 井上

今日は田中くんのダブルタッチがかっこよかった。桜ヶ丘のコーチの方に「壱分さん上手くなっ
たなぁ」って言われました。（澤田Ｃ）

平成１７年１月１６日（日）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ０－０ 桜ヶ丘
壱分 ３－１ 俵口

得：瀧本３

今日は 2 試合とも見応えのあるプレーが多くていろいろな選手に成長を感じました。２試合目
は瀧本君が得点しましたが館君、我如古さん、井上君もみずからドリブルで持ち込んでＧＫと
1 対 1 のところまで頑張ったのですが、もう一歩のところで得点にはなりませんでした。（澤田
Ｃ）

平成１６年１２月２６日（日）

●練習試合●

壱分 １－３ 郡山

得：瀧本

壱分 １－１ 郡山

得：瀧本

生駒健民Ｇ

壱分 ０－４ 郡山
最初の 2 試合とも先制点を取りましたがどちらも後半になって逆転されてしまいました。ボー
ルと相手へのしぶとさでは 3 年生ＮＯ１の舘くんが相手からボールを奪うプレーが上手かっ

た。井上くんは落ち着いて余裕を持ってプレーできていたので技も成功する場面が多かった。
内潟君はマイグローブ（クリスマスプレゼント）でＧＫで好セーブ連発。（澤田Ｃ）

平成１６年１０月２４日（日）

●生駒市３年生大会（決勝リーグ）●

壱分Ａ １－３ 壱分Ｂ

むかいやま公園Ｇ

得：Ａ鷲見 Ｂ金森２ 瀧本

壱分Ａ ０－２ アスペガス
壱分Ａ １－１ 俵口Ａ
壱分Ｂ ０－５ 俵口Ａ
壱分Ｂ ０－３ アスペガス
結果は良くなかったですがたくさんの選手が自信をもてた大会でした。三好や内潟くんに大き
な成長が見られました。

平成１６年１０月２３日（土）

●生駒市３年生大会（予選リーグ）●

壱分Ａ ０－０ 生駒
壱分Ａ ０－２ ゴレイロ
壱分Ａ ０－２ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－２ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ｂ ０－９ アスペガス
壱分Ｂ ０－３ 俵口Ｂ
壱分Ｂ １－２ 真弓

得：瀧本

我如古さんと桝田くんのＧＫが良かった。小室くんの成長にもビックリ！！

平成１６年１０月１７日（日）
壱分 １－２ 喜連東

●練習試合●

得：井上

壱分 ２－０ 奈良

得：桑平２

壱分 １－０ 門真

得：井上

壱分 １－０ 桜井南

得：瀧本

壱分 １－２ 桜井南

得：瀧本

壱分 ０－１ 郡山

片桐高校Ｇ

イモ山公園Ｇ

みんな１対１の攻撃と守備が上手くなっています。今日は井上くんの１対１が得に目立ってい
ました。

平成１６年１０月１０日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分Ａ ０－１ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－２ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｂ １－１ 俵口Ｂ

得：瀧本

壱分Ｂ １－１ 桜ヶ丘Ａ

得：瀧本

井上くん、金森くん、桝田くん、内潟くん、桑平くん、廣田くんのフェイントが印象に残りました。
田原くんや舘くんもチャレンジできていて良かった。

平成１６年９月２０日（祝）

●練習試合●

イモ山Ｇ

担当：澤田Ｃ
壱分 ０－７ リベリオン
壱分 ０－６ 桜ヶ丘
壱分 ０－５ 俵口
今月のテーマであるシザースは半数以上がチャレンジできていました。

平成１６年８月２６日（木）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分Ａ ０－０ 桜ヶ丘
壱分Ａ ０－１ 桜ヶ丘
壱分Ｂ ０－４ 桜ヶ丘
壱分Ｂ ０－１ 桜ヶ丘
得点は出来ませんでしたがいいディフェンスができたと思います。

平成１６年８月２２日（日）

●練習試合●

壱分 １－４ 富雄

得：瀧本

壱分 １－１ セレソン

得：瀧本

丸山Ｇ

８月のテーマであるシザースを桑平くんと吉村くんが試合でチャレンジ！！見事成功しまし
た。

平成１６年８月４日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分Ａ ０－２ ＤＣ斑鳩
壱分Ｂ １－１ ＤＣ斑鳩

得：内潟

内潟くんのひとつひとつのプレーが正確でよかったです。

平成１６年７月２８日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分Ａ ０－２ 桜ヶ丘
壱分Ａ ２－０ 桜ヶ丘

得：桑平 廣田

壱分Ｂ ０－３ 桜ヶ丘
壱分Ｂ ０－４ 桜ヶ丘
廣田くん初得点！！ドリブルで自分で抜いてのゴールでした。

平成１６年７月１１（日）
壱分Ａ １－２ 桜ヶ丘Ａ

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

得：瀧本

壱分Ａ ０－２ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｂ ０－８ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ｂ ０－５ 桜ヶ丘Ｂ
合同練習＆練習試合で少し緊張してしまいました。

平成１６年６月１９（土）

●練習試合●

生駒東小Ｇ

壱分Ａ ０－８ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－６ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ２－２ 桜ヶ丘Ａ

得：藤沢２

壱分Ｂ ０－１ 桜ヶ丘Ｂ
桜ヶ丘Ａ戦は藤沢くんの２得点でなんとか引き分けました。

平成１６年６月１３（日）

●練習試合●

郡山南小Ｇ

壱分 ０－１ 三和
壱分 ０－２ 郡山
壱分 １－１ 三和

得：瀧本

壱分 ２－０ 郡山

得：井上 桝田

前回の試合から比べるとたくさんの選手が工夫されたドリブルが出来ていて良かったです。
（澤田Ｃ）

平成１６年４月１７（土）．１８日（日）

●生駒市３年生大会●

桜ヶ丘小Ｇ

壱分Ａ １－１ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ａ ０－７ 俵口Ａ
壱分Ａ ０－１ 生駒Ａ
壱分Ｂ ０－５ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ６－１ 生駒Ｂ
壱分Ｂ ０－２ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｃ ０－２ 俵口Ｃ
壱分Ｃ １－３ アスペガスＣ
壱分Ｃ ０－５ ゴレイロＡ
結果は壱分Ａ：４位、壱分Ｂ：３位、壱分Ｃ：４位。壱分Ｂが３位で賞状をいただきました。

平成１６年４月１１日（日）
壱分Ａ ０－０ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ａ ０－１ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｂ ０－２ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ｂ ０－２ 桜ヶ丘Ｂ
壱分Ｃ ３－０ 桜ヶ丘Ａ
壱分Ｃ １－１ 桜ヶ丘Ｂ

●桜ヶ丘交流試合●

桜ヶ丘小Ｇ

今まで負けっぱなしの桜ヶ丘に１勝２分け３敗と勝敗では充分満足のいく結果でした。今日の
試合は子ども達にとって自信になったことと思います。３年生になって幸先の良いスタートが
きれました。（金谷Ｃ）

２００４年

４年生（Ｕ－１０）
合結果

間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月２７日（日）

●練習試合●

壱分 １－１ 俵口Ａ

得：塩野

壱分 １－０ 俵口Ｂ

得：中田

壱分 １－０ 俵口

得：中田

むかいやま公園Ｇ

４年生最後の試合を全勝で締めくくることが出来ました。（仲野Ｃ）

平成１７年３月１３日（日）
壱分 １－０ 俵口Ｂ

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

得：中田

壱分 ０－１ 桜ヶ丘
壱分 ０－１ 俵口Ａ

平成１７年３月６日（日）
壱分 ２－２ 生駒

●I リーグ●

山麓公園Ｇ

得：中田２

壱分 ０－２ 俵口女子

平成１７年２月１３日（日）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ０－４ ＹＭＣＡ

平成１７年２月１１日（金）

●俵口１０周年記念大会（８人制）●

生駒山麓公園Ｇ

試

壱分 ０－１ 俵口Ｂ
壱分 ５－０ 上牧

得：塩野２ 中田２ 田中１

壱分 ３－０ 田原

得：田中２ 中田

平成１７年２月６日（日）
壱分 １－０ 和光

●ほがらかカップ●

平群東小Ｇ

得：中江

壱分 ０－０ 野洲
壱分 ０－７ 郡山

平成１７年１月２９日（土）

●生駒市４年生大会●

生駒山麓公園Ｇ

壱分 ０－２ 俵口Ｂ
壱分 ０－２ 生駒Ａ

平成１７年１月１５日（土）

●練習試合●

壱分 ２－１ 平群

得：中田２

壱分 ２－１ 平群

得：中江 中田

平群東小Ｇ

壱分 ０－１ 平群
壱分 ２－１ 平群

得：田中 中江

平成１７年１月１０日（月）

●８人制県大会予選●

北大和Ｇ

壱分 ０－１ 桜ヶ丘
壱分 ０－２ 郡山
壱分 ０－１ 矢田コンドル
残念ながら県大会には出場できませんでしたが１戦１戦負けるたびに悔し泣きをしている選
手がいるなどサッカーに対する気持ちが本気になりつつあるのを感じました。（西田Ｃ）

平成１６年１２月２６日（日）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ０－１ 六条
壱分 ０－１ 六条
壱分 ０－２ 六条
今年最後のｹﾞｰﾑは体育館練習の成果が出ていました。2005 年にむかって少しでも個々がレ
ベルアップできるようがんばろう。（西田Ｃ）

平成１６年１２月１９日（日）
壱分 ２－１ ＤＭＣ

●練習試合●

三郷小Ｇ

得：中田 中江

壱分 ０－０ 桜井南
１勝１分でした。

平成１６年１２月１８日（土）

●奈良県小学生８人制サッカー大会（予選）●

公園Ｇ
壱分 ２－０ 俵口

得：中田 中江

壱分 １－３ 郡山

得：中田

壱分 ２－０ 桜ヶ丘Ｂ

得：近藤 中江

壱分 １－１ 真弓

得：塩野

ＧＫ下田くんの好セーブもあって勝点７。

平成１６年１２月５日（日）

●I リーグ●

生駒山麓公園Ｇ・北大和Ｇ

壱分 ０－１ 俵口女子
壱分 １－０ アスペガス

得：田中

壱分 ０－５ 桜ヶ丘
壱分 ０－４ 俵口Ａ
みんなが「フェイント」や「ターン」を見せてくれました。

平成１６年１１月２８日（日）

●練習試合●

平群東小Ｇ

生駒山麓

壱分 ２－０ 平群

得：田中 田貝

壱分 １－０ 桜ヶ丘

得：中田

壱分 ２－０ 桜ヶ丘

得：田中 中田

壱分 １－１ 平群

得：田中

福井くん、植田くん、福原くんがテーマをよく理解して頑張っていました。

平成１６年１１月２３日（火）

●練習試合●

壱分 １－３ ＤＣ斑鳩

得：田貝

壱分 １－１ 二階堂

得：井上

壱分 １－０ ＤＣ斑鳩

得：塩野

斑鳩東小Ｇ

壱分 ０－１ 二階堂
だんだんドリブルが上手くなってきました。

平成１６年１１月６日（土）
壱分 ２－１ ゴレイロ
壱分 ６－０ 三郷

●練習試合●

むかいやま公園Ｇ

得：中江２
得：中江２ 井上２ 塩野 西岡

３人が５年生チームに参加していましたが塩野くんと井上くんがチームをリードしてくれまし
た。福原くんのサイドでのドリブルが良かった。自分のもっているテクニックを試合で一番出せ
ています。日頃からコツコツ練習しているのわかります。他には井上くんが攻守の切り替えが
早くて大事な場面では必ずといっていいほど活躍していました。

平成１６年１０月３日（日）

●Ｉリーグ●

むかいやま公園Ｇ

壱分 ０－３ 俵口
壱分 ０－８ 生駒
８人制で４年４人＋３年４人で全員フル出場でした。福井くんがフェイントやターンを連発して
日頃の練習の成果を発揮！！３年生では瀧本くんが多くのチャンスを演出していました。

平成１６年１０月３日（日）

●生駒市４年生大会（予選Ａチーム）●

山麓公園Ｇ

壱分Ａ ０－６ アスペガス
壱分Ａ ０－１ 俵口Ｂ
Ｂチームに続けと何とか１勝を目指しましたが残念ながら予選敗退となりました。

平成１６年９月２３日（祝）

●練習試合●

壱分Ａ ２－３ 平群

得：田中２

壱分Ａ ２－２ 郡山

得：中田 不明

壱分小Ｇ

壱分Ｂ ０－４ 郡山
壱分Ｂ ６－１ 平群

得：和井 田中３ 井上 ＯＧ

上田くんがシザースで２人をかわしたプレーは感動した。福原くんの右サイドバックから前線
まで駆け上がったドリブルも良かった。

平成１６年９月２０日（祝）

●生駒市４年生大会（予選Ｂチーム）●

壱分Ｂ １－１ 桜ヶ丘

得：田中

壱分Ｂ １－０ 俵口女子

得：塩野

生駒健民Ｇ

田中くんのドリブルシュートとＦＫから田中くん→塩野くんとつないでゴールで２得点。福井くん
と松井くんがドリブルの意識が高かったです。江川くん、伊勢くんも頑張っていました。３年生
助っ人では瀧本くんがよく目立っていました。

平成１６年８月８日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－０ 俵口Ｂ
壱分 １－１ 俵口Ａ

得：田貝

田貝くんゴール！！俵口さんありがとうございました。

平成１６年７月１１日（日）

●七夕カップ●

壱分 ３－３ 二階堂

得：中田２ 田中

壱分 ３－１ 桜

得：中田２ 塩野

壱分 １－１ ｿﾚｽﾃﾚｰｼﾞｬ

得：中田

天理多世代交流Ｇ

本日のビッグプレーは和井くんのキックフェイント。相手ＤＦ２人はもちろん、コーチも味方もひ
っかかりました！！

平成１６年５月３０日（日）

●生駒市４年生大会（順位決定戦）●

総合公園Ｇ

壱分Ａ ０－１ 生駒Ｂ
壱分Ａ ２－０ 壱分女子
壱分Ｂ ０－５ 桜ヶ丘
壱分Ｂ ０－２ 生駒Ａ
試合内容に関しては、ただﾎﾞｰﾙを蹴るというﾌﾟﾚｲがなかったことと、少しでもﾄﾞﾘﾌﾞﾙしようとす
る姿勢がとてもよかった。

平成１６年５月２９日（土）

●生駒市４年生大会（予選リーグ）●

壱分Ａ ０－５ 生駒Ａ
壱分Ａ ０－４ 俵口Ｂ
壱分Ｂ ２－５ 真弓
壱分Ｂ ２－１ 生駒Ｂ
壱分Ａはフレンドリーマッチへ、壱分Ｂは上位トーナメントへ。

平成１６年５月２２日（土）

●練習試合●

平群東小Ｇ

壱分 ２－２ 平群東
壱分 ０－３ 平群東
３年生７人に助っ人をお願いしました。ありがとうございました。

平成１６年５月１５日（土）

●練習試合●

壱分 ２－２ 生駒Ａ

得：中田 田中

壱分 １－２ 生駒Ｂ

得：井上

壱分 ２－１ 生駒Ｂ

得：田貝 中田

むかいやまＧ

総合公園Ｇ

３試合とも接戦で盛り上がりました。全試合得点できたのが良かったです。
パープレー解説ページへＧＯ！！

平成１６年４月１０日（土）

●俵口交流試合●

壱分 ０－１ 俵口
壱分 ０－０ 俵口
壱分 ０－５ 俵口
壱分 ３－１ 俵口
最後にひとつだけ勝てました。

山麓公園Ｇ

スー

２００４年

５年生（Ｕ－１１）
合結果

間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月２６日（土）

●郡山カップ（下位 T）●

壱分 １－４ 河合

得：中村祐

壱分 ２－０ ディスパーロ

得：中田２

大和郡山市多目的Ｇ

５年生最後の試合でした。（岡元Ｃ）

平成１７年３月２５日（金）

●郡山カップ（予選リーグ）●

大和郡山市多目的Ｇ

壱分 １－０ 二階堂
壱分 ０－６ ジュネッス
壱分 ２－３ 郡山
下位トーナメントへ。（児玉Ｃ）

平成１７年３月２１日（月）
壱分 ２－０ セレソン

●練習試合●

生駒健民Ｇ

得：久野２

壱分 ０－２ 東和
壱分 １－１ 郡山

得：三島

５年生ほぼ全員出席で（１名欠席）有意義な一日になりました。（岡元Ｃ）

平成１７年３月１２日（土）
壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ０－２ 平群
壱分 ０－２ ＹＭＣＡ
壱分 ０－０ 平群

●練習試合●

平群東小Ｇ

試

良いチームとの試合でしたが得点できなかったのが残念です。（岡元Ｃ）

平成１７年３月６日（日）

●練習試合●

むかいやま公園Ｇ

壱分 ０－１ 桜ヶ丘
壱分 １－２ 矢田コンドル

平成１７年２月２０日（日）

得：不明

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－１ 三郷
壱分 １－２ 桜ヶ丘

得：不明

壱分 ０－３ 俵口

得：不明

平成１７年１月２９日（土）

●練習試合●

東榛原小Ｇ

壱分 ０－０ 生駒
壱分 ３－０ あさわ

得点：三島 川上

壱分 １－０ 東和 得点：不明
すごく温かくてよかったです。（岡元Ｃ）

平成１７年１月１０日（月）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ０－４ 帝塚山
壱分 ２－１ ＤＭＣＪＯＹ

得点：三島２

壱分 ０－１ 俵口
とにかく寒い１日でした。（岡元Ｃ）

平成１６年１２月２６日（日）

●第１回榛原町長杯●

壱分 ０－２ 水口
壱分 ０－２ 高槻安満
壱分 １－２ あさわ

得点：中田

榛原総合Ｇ

１０人で頑張りました。中田くんのファイトあふれるプレーには感心しました。

平成１６年１２月２５日（土）

●生駒市柏原市交流大会（２日目）●

北大和Ｇ

壱分 ０－２ 堅下
壱分 ０－０ 国分
２試合ともゴールネットを揺らすことができませんでした。

平成１６年１２月２３日（木）
壱分 ２－１ 柏原

●生駒市柏原市交流大会（１日目）●

北大和Ｇ

得：三島 田中

壱分 ０－１ 旭ヶ丘
寒い中、みんなよく頑張っていました。

平成１６年 1１月２３日（火）

●第１１回関西小学生サッカー５年生大会（予選リーグ）●

イモ山公園Ｇ
壱分 ０－２ 桜ヶ丘
壱分 ９－０ 安堵

得：三島３ 中田３ 久野 河井 川上

予選の全試合が終わりました。結果は７チーム中６位。下位リーグで優勝目指して頑張りま
す。

平成１６年 1１月２０日（土）

●第１１回関西小学生サッカー５年生大会（予選リーグ）●

生駒総合公園Ｇ
壱分 ０－１ アスペガス
壱分 ０－３ 郡山
予選残り２試合頑張ります！！。

平成１６年 1１月１４日（日）

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

壱分 １－６ 俵口

得：中田

壱分 １－２ 桜ヶ丘Ｂ

得：田中

壱分 １－２ 桜ヶ丘Ａ

得：中田

４年生が全得点をたたき出す大活躍！！。

平成１６年１１月６日（土）

●第１１回関西小学生サッカー５年生大会（予選リーグ）●

桜ヶ丘小Ｇ
壱分 ０－１ 真弓
壱分 ０－１ ＤＣ斑鳩
負けたのは残念ですが２試合との僅差のナイスゲームでした。

平成１６年 10 月３日（日）

●生駒市５年生大会（３位リーグ）●

総合公園健民Ｇ

壱分１ １－１ 俵口２
壱分２ ０－２ 俵口２
壱分１ ３－０ 壱分２
少この２日間では田窪くんが頑張っていました。

平成１６年 10 月２日（土）

●生駒市５年生大会（予選リーグ）●

壱分１ １－３ 真弓
壱分１ ０－４ 俵口
壱分２ １－４ 俵口
壱分２ ０－０ ゴレイロ
少し肌寒い感じで絶好のサッカー日和でした。

平成１６年９月２３日（祝）

●練習試合●

壱分 ０－１ 鳥見
壱分 ２－０ 鳥見

得：三島 久野

壱分 １－０ 鳥見

得：南部

生駒健民Ｇ

総合公園健民Ｇ

最後の試合は１５分１本でしたが内容はすごくよかったです。

平成１６年９月２０日（祝）

●東和招待５年生大会●

壱分 ２－１ 三重河合

得：中村祐２

壱分 １－０ 高槻安満

得：三島

東榛原小Ｇ

壱分 ０－１ 北大和キッカーズ
決勝というプレッシャーに前に急ぎ過ぎて残念ながら優勝は逃しましたが良い経験になりまし
た。

平成１６年９月５日（日）
壱分 ２－３ 生駒

●Ｉリーグ●

むかいやま公園Ｇ

得：三島 河井

前半は２得点ながら３失点。後半は無失点でよくがんばりました。２試合目は残念ながら雷雨
中止。

平成１６年８月２２日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－０ 俵口
壱分 １－５ 俵口

得：川上

壱分 ０－１ 俵口
壱分 １－１ 俵口

得：河井

合宿２日目で疲れている中、みんなよくがんばりました。

平成１６年８月１３日（金）
壱分 ３－１ 田原本

●六条サマーカップ●

奈良工業高校Ｇ

得：三島 久野２

壱分 ０－３ 六条
壱分 ４－０ 明治

得：三島 平山 久野２

見事３位でトロフィー獲得！！４年生助っ人６名もよくがんばった。六条ＦＣさんありがとうござ
いました。

平成１６年８月８日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－２ 俵口
壱分 ３－０ 俵口

得：三島２ 中村匡

中村匡くんゴール！！人数が少なかったですがみんながんばりました。俵口さんありがとうご
ざいました。

平成１６年８月４日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 ０－２ ＤＣ斑鳩
壱分 １－０ ＤＣ斑鳩
テーマはディフェンス。１勝１敗でした。

平成１６年８月１日（日）

●生駒ＦＣフェスティバル●

むかいやま公園Ｇ

壱分 ０－２ 王寺
壱分 ０－１ 国分
壱分 ０－２ 俵口
優秀選手はセンターバックでよく守った南部くんでした。

平成１６年７月２５日（日）

●平群カップ（下位リーグ）●

平群南小Ｇ

壱分 ０－０PK（４－３） 和歌浦
２試合目以降は落雷のため中止。しかし抽選で壱分ＦＣが下位大会優勝！！優秀選手は平
山くんでした。

平成１６年７月２４日（土）
壱分 １－０ 東和

●平群カップ（予選リーグ）●

得：三島

壱分 ０－１ 野洲
壱分 １－２ 桜

得：久野

久野くんの完璧なシザースは今日１番のナイスプレーでした。

平群南小Ｇ

平成１６年７月１９日（祝）

●練習試合●

壱分 ２－１ 桜ヶ丘

得：北野 川上

壱分 １－３ 俵口

得：三島

桜ヶ丘小Ｇ

壱分 ０－０ 俵口
暑さで何人かダウンしましたがみんな元気にやっていました。

平成１６年７月１１日（日）

●練習試合●

桜ヶ丘小Ｇ

壱分 ０－１ 桜ヶ丘
壱分 ２－１ 桜ヶ丘

得：三島２

三島くんの頑張りはこれからが楽しみ。北野くんもけっこう良かった。

平成１６年７月４日（日）

●I リーグ●

むかいやま公園Ｇ

壱分 ０－２ 俵口
壱分 ０－０ 桜ヶ丘
ボールを支配しながらもシュートが決まらず残念。

平成１６年６月１３日（日）
壱分１ ０－２ 壱分２

●生駒市５年生大会（決勝リーグ）●

むかいやま公園Ｇ

得：久野

壱分１ ０－３ 桜ヶ丘
壱分２ ２－０ 桜ヶ丘

得：久野 三島

４年生助っ人のみなさんありがとうございました。順位はあまり良くなかったですがよく頑張り
ました。

平成１６年５月３０日（日）
壱分 ０－１ 俵口
壱分 １－１ 伏見

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－０ 俵口
壱分 １－０ 冨野
試合内容はとても良かったです。

平成１６年４月１８日（日）

●Ｉリーグ●

むかいやまＧ

壱分 ０－６ 桜ヶ丘
壱分 ０－５ アスペガス
勝点０の上位リーグ４位で賞状を獲得！！

平成１６年４月３日（土）

●生駒市５年生大会（予選リーグ）●

壱分① ０－５ 真弓
壱分① ０－２ 俵口②
壱分② １－３ 俵口①
壱分② ０－７ 生駒
壱分①壱分②ともに３位リーグへ

総合公園Ｇ

２００４年

６年生（Ｕ－１２）

試

合結果
間違いや記入もれはメールでご連絡ください。

平成１７年３月２０日（日）

●ＪＡカップ●

１回戦 壱分 ３－１ 郡山

平群東小Ｇ

得：奥田２ 岩川

準決勝 壱分 １－１ＰＫ（０－２） センチュリー
３決戦 壱分 ２－０ ＤＭＣＪＯＹ

得：西川

得：長野 元岡

６年生最後の大会は３位で超巨大トロフィーと賞品の米５キロ×２０袋ゲット！！（平岩Ｃ）

平成１７年３月６日（日）

●練習試合●

壱分 １－２ 生駒

丸山Ｇ

得：不明

壱分 ０－５ セレソン
試合後、セレソンの監督さんに「壱分の子はみんなうまいなぁ」と褒めてもらいました。（金谷Ｃ）

平成１７年２月２０日（日）

●磯城カップ（下位トーナメント）●

壱分 １－１ＰＫ（３－４） 下田
壱分 １－０ 奈良

結崎小Ｇ

得：不明

得：不明

平成１７年２月１９日（土）

●磯城カップ（予選リーグ）●

結崎小Ｇ

壱分 ０－０ 上牧
壱分 ０－１ 城島
壱分 １－１ 二階堂

平成１７年２月１３日（日）

得：不明

●俵口１０周年記念大会●

サンヨーＧ

壱分 ２－１ 三日市

得：仲井 児玉

壱分 ０－１ あやめ池
壱分 １－３ 伏見

得：田貝

メンバーの半分が欠席で１２名の参加。６チーム中４位でした。

平成１７年２月１１日（金）

●練習試合●

生駒健民Ｇ

壱分 ０－２ 門真沖
壱分 １－２ 門真沖

得：元岡

壱分 １－４ 門真沖

得：島本

コミュニケーションと周りを観るという２つの大きなテーマはまずまず達成できました。島本くんのミド
ルシュートは凄かったが声のでかさも凄かった。三好くんのワンタッチで出したパスもナイスアシスト。
西川くんもキレのあるドリブルで攻守に活躍。元岡くんはセンタリングをきれいにゴールにプッシュし
て久しぶりのゴール。三原くんはタイミングの良い声とオーバーラップが印象に残った。岩川くんは得
意の左サイドで見事なフェイントで抜きまくり。古川くんは体の強さとねばり強さでゴール前で活躍。
児玉くんのゆっくりしたドリブル、山上くんの積極的な声と飛び出し、金谷くんの大きなフェイント、田
貝くんの正確さを増したパワフルなロングキックと強い１対１も良かった。試合初参加の長野くんも正
確なドリブルでシュートチャンスをつくれていたので次の試合での活躍、得点がありそう。矢ヶ部くん
はぜんそくで短時間の出場だったが鋭いシザースでの突破を見せた。

平成１７年１月２３日（日）

●第２４回生駒小学生サッカー大会（決勝トーナメント）●

北大和

Ｇ
壱分 ０－３ 生駒
壱分 １－０ 矢田

得：仲井

優勝目指して頑張りましたが残念ながら１回戦敗退。でも総合５位（１４チーム中）でトロフィーを獲得
しました。元岡くん、西川くんの強気のディフェンスは迫力がありました。攻撃陣では奥田くん、島本く
んのドリブルで何度か相手ゴール前まで迫りましたが良い形でシュートを撃たせてもらえませんでし
た。ＧＫ山上くんもよく声が出ていた。前半途中で退いた仲井くんのベンチからの必死の応援は、出
場していなくても試合に参加しているという、良いお手本だったと思います。

平成１７年１月９日（日）

●第２４回生駒小学生サッカー大会（予選リーグ）●

生駒山麓公園

Ｇ
壱分 １－１ 郡山

得：不明

壱分 ２－０ 俵口

得：不明

平成１７年１月８日（土）

●第２４回生駒小学生サッカー大会（予選リーグ）●

生駒山麓公園

Ｇ
壱分 ５－０ ゴレイロ

得：不明

壱分 ０－１ アスペガス

平成１６年１２月２５日（土）
壱分 ２－０ 北大和

●第１回榛原町長杯●
得：不明

壱分 ２－３ 高槻安満

得：不明

壱分 １－５ 生駒

得：不明

平成１６年１２月１２８日（日）

榛原総合Ｇ

●第２４回生駒小学生サッカー大会（予選リーグ）●

生駒山麓

公園Ｇ
壱分 ５－０ 三郷

得：奥田２ 児玉 島本

壱分 ４－０ ＤＭＣＪＯＹ

得：奥田３ 三好

いろいろな形からのシュートが決まるなど練習の成果を大いに発揮することができました。印象に残
ったゴールはコーナーキックから奥田くんが決めたヘディングシュート、横からのパスをワンタッチで
蹴り込んだ島本くんのシュート、ワンタッチで相手をかわして左のサイドネットに決めた三好くんのシ
ュート。他にも西川くんと仲井くんの両サイドバックのオーバーラップ、田貝くん、古川くん、元岡くんの
強い守備も良かった。

平成１６年１１月２８日（日）

●練習試合●

壱分Ａ ３－２ 斑鳩Ａ

得：奥田３

壱分Ａ １－０ 斑鳩Ａ

得：仲井

壱分Ａ ２－３ 斑鳩Ａ

得：島本 ＯＧ

斑鳩東小Ｇ

壱分Ｂ ０－０ 斑鳩Ｂ
壱分Ｂ １－２ 斑鳩Ｂ

得：児玉

いろいろなポジションをやりながら内容も良かったです。ゲームの展開を読みながら自分達で考えて
サッカーができました。山上くん、奥田くん、島本くんはプレーが良いだけでなくよく声も出ていまし
た。元岡くんもサッカーをよく理解できていて賢いプレーと体をはった頑張りの両方で頑張れていま
す。

平成１６年１１月２３日（火）

●練習試合●

斑鳩東小Ｇ

壱分Ａ ０－１ ＤＣ斑鳩
壱分Ａ ０－０ ＤＣ斑鳩
壱分Ｂ ０－７ エントラーダ
壱分Ｂ ０－０ エントラーダ
４試合無得点。予想外の暑さと久しぶりの試合であまり動きが良くなかった。黒田くん、元岡くん、西
川くん、田貝くんが今日のＭＶＰ。

平成１６年１１月６日（土）

●練習試合●

壱分Ａ １－０ 三郷

得：島本

壱分Ａ ２－１ 三郷

得：島本 松尾

むかいやま公園Ｇ

壱分Ｂ ０－０ 三郷
壱分Ｂ １－５ ゴレイロ

得：仲井

久しぶりの全員参加でした。今日はポジションも交替もすべて選手任せ。

平成１６年１０月３０日（土）

●第２６回奈良県小学生サッカー大会（２回戦）●

北大和Ｇ

壱分 ０－３ 富雄
６年生が修学旅行のため前回と同じく児玉くん、山上くんに５年生のメンバーを加えて３回戦進出を
狙いましたが残念ながら負けてしまいました。見応えのある良い試合でした。

平成１６年 10 月２３日（祝）

●ＳＳＪカップ●

三郷健民Ｇ

壱分 ０－１ 六条
壱分 ０－２ 上牧Ｋ２
６年生の大会でしたが５年生＋児玉くん、山上くんの県大会メンバーでが臨みました。

平成１６年１０月２４日（日）

●門真沖カップ●

壱分 １－３ 枚方高ノ台

得：島本

壱分 ２－１ ミュートス

得：不明

壱分 １－０ 門真沖

門真五月田小Ｇ

得：不明

横田くんが左サイドで良いプレーを見せました。

平成１６年１０月１０日（日）
壱分 １－２ 俵口

●練習試合●

山麓公園Ｇ

得：奥田

壱分 ０－０ 俵口
壱分 ２－０ 桜ヶ丘

得：島本２

壱分 １－０ 桜ヶ丘

得：矢ヶ部

内容はすごく良かった。攻撃と守備を全員で出来ていた。状況判断もよく１対１でも積極的に勝負で
きていた。

平成１６年１０月２日（土）
壱分Ａ １－１ 生駒

●練習試合●

むかいやまＧ

得：奥田

壱分Ａ ３－０ 門真沖

得：矢ヶ部２ 久野

壱分Ａ ２－５ 石切東

得：島本 仲井

壱分Ｂ １－２ 三郷

得：西川

壱分Ｂ １－２ 三郷

得：茂見

壱分Ｂ ０－１ 三郷
試合の内容も良かったけどサッカー以外のことも良かった。挨拶やカバンの整理、グラウンドやテント
の片づけも自分達で出来ていました。ちなみに１０月分の６年生個人評価表はこちら！！

平成１６年９月２０日（祝）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 ０－２ 桜ヶ丘
壱分 １－２ 桜ヶ丘

得：松尾

壱分 ０－２ 桜ヶ丘
６、５年生混合チームで頑張りました。メンバーは松尾くん、黒田くん、澁谷くん、樋口くん、金谷くん、
土屋くん、笹井くん、堀田くん、法山くん、桑田くん、松下くんのジャスト１１人でフル出場。

平成１６年９月１９日（日）

●生駒少年フェスティバル（下位トーナメント）●

壱分 ５－０ 北大和

生駒健民Ｇ

得：奥田 山上２ 久野 ＯＧ

壱分 ０－１ アスペガス
壱分 ０－０PK（４－３） 真弓
久野くんが６年の試合で初ゴール。最後は PK で何とか競り勝ち、３位のトロフィーを獲得しました。

平成１６年９月１８日（土）
壱分 １－０ 桜ヶ丘

●生駒少年フェスティバル（予選リーグ）●

北大和Ｇ

得：奥田

壱分 ０－２ 東和
壱分 ０－２ 平群
１勝２敗で下位トーナメントへ。奥田くんのＧＫを抜いてのシュートがかっこよかった。

平成１６年８月２９日（日）

●大阪市ジュネッスＦＣ招待（下位トーナメント）●

なみはやＧ

壱分 ０－１ 阪南ユナイテッド
壱分 ０－１ 宮
壱分 ０－０ＰＫ（４－５） ＯＪリーグ選抜
接戦をものにできず残念ながら無得点の全敗でした。

平成１６年８月２８日（土）

●大阪市ジュネッスＦＣ招待（予選リーグ）●

なみはやＧ

壱分 ０－０ 倉敷トレセン
壱分 １－２ 杭瀬

得：仲井

壱分 ２－２ ＯＪリーグ選抜

得：島本 奥田

トレセン、選抜チームに引き分ける健闘を見せましたが残念ながら予選ブロック４位で下位トーナメント
へ。

平成１６年８月２３日（月）

●練習試合●

九条Ｇ

壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ０－２ ＹＭＣＡ
壱分 ０－３ ＹＭＣＡ
壱分 ０－６ ＹＭＣＡ
壱分 ０－４ ＹＭＣＡ
強豪相手に５敗でしたが良い経験になりました。雨の試合も出来てよかったです。５年生も４人参加して
くれました。仲井くんがよく声を出して頑張っていた。西川くん、古川くん、山上くんあたりがよくボールに
絡んで目立っていた。

平成１６年８月２２日（日）

●練習試合●

丸山Ｇ

壱分 ５－３ 富雄
壱分 ２－２ セレソン
得点がたくさん取れてよかったです。

平成１６年８月８日（日）

●柳本招待大会●

天理市多世代交流Ｇ

壱分 １１－０ 田原本
壱分 ５－３

天理ＣＩＴＹ

壱分 １－０

セレソン

優勝！！

平成１６年８月４日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分 ２－２ ＤＣ斑鳩
壱分 ０－５ ＤＣ斑鳩
今日の成長株は・・・。岩川くん：文句なしのＭＶＰ。身体能力が上がってきた！！４人抜きシ
ュートは圧巻でした。仲西くん：大きな体を利用したジダンばりのルーレットを披露！！奥田く
ん：ターンやＧＫとの駆け引きなど今まで見られなかったプレーを連発。田貝くん：体格を利用
したスクリーンは迫力があって確実でした。金谷くん：見事なインターセプトを２、３本決めた。
パスカットの意識は一番高かった。矢ヶ部くん：駆け引きとスピードで右サイドの１対１で圧
勝。樋口くん：１対１の守備でボールを奪うプレーが上手かった。三好くん：３人に囲まれたぐ
らいではボールを奪われない。安定感抜群。

平成１６年８月１日（日）

●生駒ＦＣフェスティバル●

北大和Ｇ

壱分 ０－０ 高の原
壱分 ０－３ 尼崎南
優秀選手は鉄壁の守備力と攻撃参加で最近絶好調の元岡くんでした。

平成１６年７月２５日（日）

●新庄カップ（２日目）●

新町運動公園Ｇ

●新庄カップ（１日目）●

新町運動公園Ｇ

壱分 ３－０ ボルベニル
壱分 ０－３ 當麻
１勝１敗でした。

平成１６年７月２４日（土）
壱分 １－３ 新庄
壱分 ２－１ 桜井南
１勝１敗でした。

平成１６年７月１７日（土）

●練習試合●

壱分Ａ ０－１ 桜ヶ丘
壱分Ａ １－２ 平群

得：奥田

桜ヶ丘小Ｇ

壱分Ｂ １－０ 桜ヶ丘Ｂ

得：元岡

壱分Ｂ １－０ 桜ヶ丘Ｂ

得：樋口

ダントツで調子が良かったのは矢ヶ部くんと住本くん。仲西くんのシザースもかっこよかっ
た！！三原くんは初のセンターバックだったがなかなか良かった。金谷くんはドリブルにねば
り強さが出てきた。

平成１６年７月１０日（土）
壱分 １－２ セレソン

●練習試合●

不明

得：西川

壱分 ０－３ セレソン
大会が雨天中止になったため、急遽練習試合となりました。

平成１６年７月４日（土）

●練習試合●

壱分 ２－２ 平群

得：岩川 西川

壱分 ３－４ 平群

得：金谷 矢ヶ部 ＯＧ

平群東小Ｇ

取ったり取られたりのおもしろいゲームだったようです。

平成１６年６月２７日（日）
壱分 １－２ 大和

●練習試合●

高田総合仮設Ｇ

得：奥田

壱分 ０－３ 河合
壱分 ０－１１高田
壱分 １－４ 新庄

得：奥田

強豪相手に良い経験が出来ました。しかし２ケタ失点は痛い！！

平成１６年６月２０日（日）

●練習試合●

斑鳩西小Ｇ

壱分Ａ １－０ 下田

得：仲井

壱分Ａ ６－１ 斑鳩

得：住本 島本 奥田４

壱分Ａ ０－２ 上牧
壱分Ｂ １－０ 斑鳩Ｂ

得：金谷

壱分Ｂ ０－０ 斑鳩Ｂ
壱分Ｂ １－０ 斑鳩Ｂ

得：横田

前日からの合計１０試合で１９得点５失点とスコアも、そして内容もいい感じになってきまし
た。
コーチのコメントページへＧＯ！！

平成１６年６月１９日（土）

●練習試合●

壱分Ａ ３－０ 桜ヶ丘Ａ

得：奥田２ 島本

壱分Ａ ２－１ 桜ヶ丘Ａ

得：島本 田貝

壱分Ｂ ２－１ 桜ヶ丘Ｂ

得：茂見２

壱分Ｂ ３－０ 桜ヶ丘Ｂ

得：仲井２ 茂見

桜ヶ丘小Ｇ

４試合ともスコア以上にボールを支配してよい内容でした。この調子でがんばろう！！

平成１６年６月１３日（日）

●練習試合●

郡山南小Ｇ

壱分Ａ ０－０ 郡山
壱分Ａ １－２ 郡山

得：松尾

壱分Ｂ ３－０ 三和

得：仲井２ 西川

壱分Ｂ ２－０ 三和

得：田貝２

Ａは押しながらも勝てず、Ｂは押されながらも２勝。

平成１６年５月３０日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

●練習試合●

榛原小Ｇ

壱分 ０－１ 俵口
壱分 ０－２ 俵口
壱分 ０－２ 俵口
残念ながら３連敗でした。

平成１６年５月２２日（土）

壱分Ａ ０－２ 東和
壱分Ａ １－１ アスペガス
壱分Ｂ ０－０ 東和Ｂ
朝早く起きて長時間かけて遠征するのもひとつの良い経験になったと思います。

平成１６年５月１５日（土）

●練習試合●

むかいやまＧ

壱分Ａ ０－０ 平群
壱分Ａ ３－０ 生駒
壱分Ｂ ０－２ 三郷
強豪相手に良い試合をしました。

平成１６年５月８日（土）

●県大会生駒ブロック予選（決勝Ｔ）●

平群総合Ｇ

１回戦 壱分 ０－０ＰＫ（４－５） 平群
壱分 ２－０ 真弓
残念ながらＰＫ負けで県大会出場ならず。１４チーム中総合７位でした。

平成１６年５月５日（祝）

●練習試合●

むかいやまＧ

壱分Ａ １－１ セレソンＡ
壱分Ａ ０－３ 俵口Ａ
壱分Ｂ ０－２ セレソンＢ
壱分Ｂ ０－２ 俵口Ｂ
ゴールデンウィーク最後のゲームは結果こそ出なかったものの４試合とも内容は良かったで
す。

平成１６年５月４日（祝）
壱分 １－０ 緑陽
壱分 ０－１ 郡山
壱分 ０－１ 富士見

●平群町長杯（決勝大会くまがし杯）●

平群東Ｇ

１試合目は勝利したものの残念ながらくまがし杯獲得ならず。

平成１６年５月３日（祝）

●平群町長杯（予選リーグ）●

平群東Ｇ

壱分 ０－５ 田上
壱分 ３－２ 菰野
壱分 １－１ 柳本
Ｄブロック４チーム中３位で２日目は「くまがし杯」に進出。

平成１６年４月２５日（日）

●第３３回生駒市民体育大会（上位リーグ）●

北大和Ｇ

壱分 ３－１ アスペガス
壱分 ０－３ 俵口ファルコン
壱分 ０－３ 生駒
勝点０の上位リーグ４位で賞状を獲得！！

平成１６年４月２４日（土）

●第３３回生駒市民体育大会（予選リーグ）●

北大和Ｇ

壱分 ５－０ 桜ヶ丘
壱分 １－２ 俵口
１勝１敗の勝点３で上位リーグ進出！！

平成１６年４月１９日（日）

●県大会生駒ブロック予選（予選リーグ）２日目●

北大和

●県大会生駒ブロック予選（予選リーグ）１日目●

北大和

Ｇ
壱分 １－１ 郡山
壱分 １－２ 生駒

平成１６年４月１８日（土）
Ｇ

壱分 ４－１ 安堵
壱分 ８－２ 三郷ＪＯＹ

はしきす

２００４年

女子チーム

試合結果

間違いや記入もれはメールでご連絡ください。
平成１７年３月２０日（日）

●狭山招待大会●

大阪狭山総合Ｇ

壱分 ０－５ 狭山ＳＣガールズ
壱分 ０－１ 高槻北大冠女子
壱分 ０－４ 長野
今日は６年生最後の試合でした。みんな本当に一生懸命にボールを追いかけていました。一
年前の事を考えたら見違えるようなプレーを見せてくれました。これからの女子の活躍が目に
浮かんできます。（岡元Ｃ）

平成１７年２月５日（日）

●I リーグ●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－２ 俵口女子
壱分 １－０ ゴレイロ

得：不明

日頃の練習の成果が出たのかみんな上手になっていました。（岡元Ｃ）

平成１６年８月２２日（日）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分 ０－２ 俵口３年
壱分 ０－２ 俵口３年
壱分 ２－０ 俵口３年

得：下野 川上

ついに、ついに女子チーム初勝利！！合宿でチームワークが高まったか！？

平成１６年８月４日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分女子 ０－３ ＤＣ斑鳩３年
だんだんとサッカーらしくなってきました。ＤＣ斑鳩さんありがとうございました。

平成１６年７月２８日（水）

●練習試合●

壱分小Ｇ

壱分女子 ０－０ 桜ヶ丘３年
壱分女子 ０－２ 桜ヶ丘３年
川上さんが大活躍でした。

平成１６年７月２５日（日）
壱分女子 １－１ 俵口３年

●練習試合●

山麓公園Ｇ

得：曽我部

歴史に残る女子初得点は曽我部さん。西尾さんのドリブルも良かった。

平成１６年５月３０日（日）

●生駒市４年生大会（フレンドリーマッチ）●

総合公園Ｇ

壱分女子 ０－３ ゴレイロ
壱分女子 ０－２ 壱分Ａ
何とか１点と頑張ったが残念。でもみんな素直な子供たちばかりでもう少しがんばって練習す
れば必ずゴール出来る。

平成１６年５月３０日（日）

●生駒市４年生大会（フレンドリーマッチ）●

総合公園Ｇ

壱分女子 ０－３ ゴレイロ
壱分女子 ０－２ 壱分Ａ
何とか１点と頑張ったが残念。でもみんな素直な子供たちばかりでもう少しがんばって練習す
れば必ずゴール出来る。

平成１６年５月２９日（土）

●生駒市４年生大会（予選リーグ）●

総合公園Ｇ

壱分女子 ０－１３ アスペガス
壱分女子 ０－６

俵口Ａ

生駒市の４年生の大会に特別参加しました。残念ながら初得点はならず。

平成１６年４月２９日（祝）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分女子 ０－１ 名賀名張アルテミス
壱分女子 ０－９ 真美ヶ丘女子
壱分女子 ０－４ 俵口女子
かなりサッカーぽくなってきました。とにかく１点目指して一歩一歩頑張ろう！

平成１６年４月２４日（土）

●第３３回生駒市民体育大会●

北大和Ｇ

壱分女子 ０－１６ 俵口女子
壱分女子 ０－１３ 俵口女子
２チームだけの参加ですが準優勝！！メンバー全員に銀メダルが授与されました。
特設写真ページへＧＯ！！

平成１６年４月１０日（土）

●練習試合●

山麓公園Ｇ

壱分女子 ０－１１ 俵口女子
壱分女子 ０－７

俵口女子

歴史的な一歩！女子チームの初試合でした。目指すは１点！

特設写真ページへＧＯ！！

