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■好きな食べ物は？ 

 チョコ。 

■嫌いな食べ物は？ 

 ない！ 

■サッカー始めた理由は？ 

 お兄ちゃんがサッカーをやっていたから。 

■好きな選手は？ 

 エムバペ。 

■アバンで成長したことは？ 

 シュート。 

■上手くなりたいプレーは？ 

 ドリブル。 

■今後の目標！ 

 プロサッカー選手になること。 

■お父さんとお母さんに一言！ 

 いつもありがとう。 

  

 

今回は岩沼会場に通う尾形とわ君(小 3)にインタビューしました。

笑顔が素敵な とわ君ですが、負けず嫌いで上級生相手でも果敢にチ

ャレンジしていきます！そんな とは君に迫ります！ 

7月29日(日)に中田中央公園にて第36回アバンカップを開催しました！今回も約100名

のスクール生が参加してくれました。 

今回は台風の予報が出ており開催が危ぶまれましたが、子供たちの元気に押しのけられたの

か、多少の風はありましたが、終日晴天の中で行うことが出来ました！きっと子供たちの日頃

の行いがいいからですね(笑) 

今大会も各カテゴリーにおいて白熱した試合が行われ、見ていたコーチやお父さんお母さん

を楽しませてくれました！ 

低学年では vs コーチ or ジュニアユース選手の試合も行い、対戦した子供たちは、必死にゴ

ールを奪い続け見事勝利！対戦した子供たちはもちろん応援してくれていた子供たちもみんな

で試合を楽しんでくれました(^^♪ 

 中学年ではまだまだ失敗も多いですが、正確なパスを出したり、得意なドリブルでゴールを

目指したり、はたまた守備の要として相手のチャンスを潰したりなど、それぞれが持ち合わせ

ている個性を発揮し試合を盛り上げてくれました！(笑いを取った選手もいました…笑) 

 高学年ではさすがという内容。プレースピード、競り合いの激しさ、トラップ、パス、シュ

ートの正確性、どれをとってもレベルが高く接戦が繰り広げられました！どの選手も個性あふ

れる選手ばかりで安心して見ることが出来るくらい成長ぶりを見せてくれました！ 

 今大会に残念ながら参加できなかった人は次回のアバンカップにぜひ参加してください！ 

また今回参加した人たちも次回大会に向けて練習に励み、さらなる成長ぶりを見せてくださ

い！次回大会は冬！次回の決戦の日までお楽しみに！ 

※大会に関する詳細は同封の号外をご確認ください。 

今回各会場で、コーチが素晴らしい！と思ったあるスクール生２名を紹

介したいと思います！ 

まず 1 人目は、室内練習場木曜スクールに通う木下みらい君(１)です。

今年の４月からアバンに仲間入りしたばかりなのですが、最近コーチのお

手伝いをしてくれるようになりました！ドリブルの練習をするために準

備をしていると「コーチ～、僕もやる～」と自ら進んで道具の準備をして

くれます！それを観た他の子供たちも手伝いをしようと動いてくれます。

みらい君の自主的な行動はもちろん、みらい君の行動がみんなを動かした

ことにも感動しました！ 

２人目は富谷会場に通う武藤かなた君(1)です。かなた君もいつもお手

伝いをしてくれます。かなた君はビブスを畳む達人！いつも「俺がビブス

たたむ～！７…８…９…」と番号を言いながら丁寧にきれいに畳んでくれ

ます！可愛らしい姿ですが、かなた君も自分から率先してお手伝いをして

くれていることにコーチは 

嬉しく感じます。 

2 人ともまだ 1 年生です 

が行動は上の学年に負けて 

いません！みんなも 2 人の 

ようにやれることはないか 

考え行動してみましょう！ 

 

 

 

 

 

夏休みが終了し新たな学期に入った９月から１０月の期

間限定で、「アバンツァーレお友達紹介キャンペーン」を開

催いたします。皆様のお知り合いや、ご親戚でサッカーに

興味があるお子様がいらしたら、ぜひご紹介して頂けませ

んでしょうか？ 

皆様からのご紹介が頂けると幸いです。ささやかですが、

子供たちが喜ぶような特典も準備させていただきました。 

記念すべき２０周年を迎えるべく、皆様のご協力のもと、

クラブ、子ども達を盛り上げていけたらと思います。 

 

今回は岩沼会場に通う尾形とわ君(小 3)にインタビューしました。

笑顔が素敵な とわ君ですが、負けず嫌いで上級生相手でも果敢にチ

ャレンジしていきます！そんな とは君に迫ります！ 
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今回の親子サッカーは開催日がお盆前であったこともあり、参加して

くれた親子は１組だけでした(;^ω^)忙しい期間であったにもかかわらず

参加してくれた太田さん親子。ありがとうございました！ 

当日は、非常に暑く日差しも強かったため、お母さんは日陰に一旦回

避(笑)りく君の個人練習の時間となりました(笑) 

最後はお母さんも参加し、１対２でミニゲー 

ム。暑さに負けず楽しい時間を過ごしました！ 

 クラブイベントは毎月開催しています！まだ 

参加されたことのない方の参加もお待ちしてお 

ります！ 

お友達や兄弟を誘っても OK です！次回のクラ 

ブイベントへの参加よろしくお願いします！ 

 当クラブは 2018 年 4 月 29 日で創設 20 年目を迎えることが出来

ました。来年度は記念すべき 20 周年を迎えることになります！そこで

20 周年記念を迎える前にアバンツァーレの歴史について紹介したいと

思います！アバンツァーレについてまだ知らない方は必見です！ 

 当クラブは１９９９年４月に創設しました。「Avanzare」とはイタリ

ア語で「前進」という意味。子供たちだけではなく指導者、そしてクラ

ブそのものが常に成長し続けるという意味が込められています。 

アバンツァーレはこれまで各大会で好成績を収めてきています。その

中でも全国大会に出場したのは５回。全日本 U-12 サッカー選手権大会

(旧称：全日本少年サッカー大会)では２００４年(第 28 回)、２００５年

(第 29 回)に、全日本 U-12 フットサル選手権大会(通称：バーモントカ

ップ)では 2014 年(第 24 回)、2016 年(第 26 回)、そして今年 2018

年(第 28 回)に全国大会出場をしてきました！2016 年は仙台と山形が

同時に全国行きを決めた記念すべき大会でもあり、また、今年は初の決

勝トーナメント進出(ベスト 16)までいきました！ 

さらに当クラブからは 1 名のプロ選手が誕生しています！2016 年

にジュニア SC7 期生の須永愛海さんがなでしこ 1 部リーグの INAC神

戸レオネッサに入団をしました。現在は AS ハリマアルビオンにて活躍

中です！ 

創設から 20 年。様々なことが 

ありましたがこれからもクラブは 

成長をし続け、さらなる歴史を 

作っていきたいと思っています！ 

次回も意外と知らない！？クラ 

ブに関する情報をお伝えしたいと 

思います！ 

 

●会場：室内練習場 

●時間：9 月 22 日（土）15:00～17:00 

※親子サッカーの前にゴミ拾い活動を行います。 

※イベント前に、「リーダーシップ教育」の観点から 

利用する会場とその周辺の清掃活動を行います。  

ご理解の上、ご協力お願いします。 

 

●参加資格 

アバンに在籍する会員・保護者とご兄弟・ 

姉妹、お友達も OK！ 

 

 

 みなさんこんにちは。事務局の佐藤です。先日、山形の花笠まつりを

見てきました。生まれた時からお隣の宮城県に住んでいながら、これま

で一度も花笠をみたことがなく、今年 

こそは！と思い、家族で見てきました。 

 夕方 6 時からパレードを見ましたが、 

花笠の柄や踊り方も、色々あり華やか 

でとても楽しくみることが出来ました。出 

店も回り、子供のリクエストでチョコ 

バナナを食べましたが、よくよく考え 

てみるとチョコバナナも初めて食べた 

ような…。 

家族 4 人でお祭りに行ったのも初め 

てだったように思いますし、「初めて」 

づくしの花笠まつりでした。 

 

 「佐藤コーチ・・・あっ橘内コーチ！」のやり取りでおなじみの橘内

コーチです！(笑) 

 以前からよくコンビニとかで見かけていたペヤングの「超超超大盛 

GIGAMAX」。気になっていたので先日食べてみました！ 

通常サイズの 4 倍もある量で、カロリーも 2142Kcal。一般男性の

1 日の摂取カロリーは年齢、運動強度にもよりますが、大体 2000Kcal

くらい・・・これを食べたら 1 日の食事が終了～。 

実際、休みの日のお昼に食べてみましたが、そのまま軽い胃もたれを

起こしたため、夕飯は食べずにその日は過ごしました(;^ω^) 

食べ始めはいつものペヤングで美味しいですが、半分を食べた頃。苦

しみは突然やってきます。スタートの勢いはなく、目の前にはまだ半分。

お腹はちょうどいい感じ。でもまだ半分・・・時間をかけ何とか完食し

ましたが、しばらくペヤングは食べなくていいかなって思いました(笑) 

奥さんも別の日に 1 人で食べたようですが、あまりに多すぎて、3

回に分けて食べたと言っていました(←賢明な判断にコーチ感服) 

 勝手な憶測ですが、中里コーチなら余裕で食 

えて、畠山コーチなら 2 つ？はペロっと食べち 

ゃうだろうなぁなんて考えていました(笑) 

 興味があれば、皆さんもぜひチャレンジをし 

てみてください！※食べる際は空腹 MAX 時に 

食べるのをおススメします。また子供たちはお 

父さんと食べてね！ｂｙ橘内コーチ 

 7 月 25 日～27 日の 3 日間で、岩手県にて実施してきました。「勝

負にこだわる」をテーマに 1 対 1 であったり、相手のゴール前でも攻

めの姿勢を止めずチャレンジし続けること、守備においても勝負するこ

とに取り組んできました。 

本気で勝負を挑み、チャレンジすることで見えてくる新たな課題。失

敗の中から成功するためのヒントを見つけ取り組むことで成長し続け

ることが出来ます。選手たちにはこの３日間で本気で勝負することの重

要性を理解し感じ取ってもらえたことだと思います。 

 また、３日間とも天候にも恵まれ良好な環境の中で各カテゴリーがサ

ッカーと向き合う時間を過ごすことが出来ました。 

 選手たちの今後の成長と活躍 

をご期待ください！ 

※合宿の夜にはお楽しみイベン 

トを開催！詳細は号外で！ 

 9 月に室内練習場の人工芝を張り替えることになりました！ 

 2014 年 10 月。当時、練習会場として使用していた「愛島フットサル

クラブ」が閉鎖しました。そのため、施設の方の協力のもと、人工芝を

頂けることになり、閉鎖から 4 か月後に、現在の室内練習場が完成しま

した。当時は、山形、福島のコーチ達も総出で、愛島フットサルクラブ

から人工芝を剥がし、トラックで運搬、人工芝の貼り付けと大変な作業

でした。しかし、コーチたちは子供たちが楽しくサッカーをするために！

子供たちの笑顔が見たくて！頑張りました!(^^)! 

コーチたちの汗と涙(笑)と熱意が、そして子供たちの想いが詰まった室

内練習場も毎日の練習で劣化が進み剥げて 

きた部分もあるため、子供たちの安全を考 

慮し、今回張り替えることになりました。 

※張替期間は 9 月 14 日(金)～18 日(火)。 

※張替期間中の名取会場のスクールはお休 

みになり皆様にはご迷惑をおかけしますが、 

ご理解の程よろしくお願いします。 


