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第３３回全日本少年サッカー大会 決勝大会 ベガルタ仙台ジュニア報告書 

                 【報告者】壱岐 友輔（ベガルタ仙台ジュニア監督） 

 

1． 期日 

２００９年８月１日（土）～８日（土） 

 

2． 会場 

Ｊヴィレッジ（福島県）：1次ラウンド、決勝トーナメント1回戦、準々決勝 

国立スポーツ科学西が丘サッカー場（東京都）：準決勝、決勝 

 

3． 大会概要 

 ４８チーム（都道府県大会を勝ち進んだ都道府県代表各１チーム、計４７代表及び前年度優勝チーム

枠１チーム）を８グループに分け予選ラウンド（１グループ６チームのリーグ戦）を行い、各グループ

上位２チームが決勝トーナメントに進出する。試合時間は４０分（２０分ハーフ）で、規程の競技時間

内に勝敗が決しない場合は予選ラウンドにおいては引き分けとする。決勝トーナメントにおいては、ト

ーナメント１回戦・準々決勝は、ＰＫ方式により次回戦への進出チームを決定する。準決勝は、１０分

（５分ハーフ）の延長戦を行い、なお決しない場合はＰＫ方式により次回戦への進出チームを決定する。

決勝戦は１０分（５分ハーフ）の延長戦を行い、勝敗が決しない場合は１０分（５分ハーフ）の再延長

を行い、なお決しない場合は双方優勝とする。 

ベガルタ仙台ジュニアは予選ラウンド５試合とフレンドリーマッチ１試合の合計６試合を戦った。 

 

4． 試合結果 

Cグループ 山形 高松 山口 仙台 四日市 名古屋 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失差 順位 

山形FC  ０●１ ２○０ ０●４ ０●４ ０●１ ３ １ ０ ４ ２ １０ －８ ５ 

MFC高松 １○０  ０●１ ０△０ ０●３ ０●６ ４ １ １ ３ １ １０ －９ ４ 

レオーネ山口 ０●２ １○０  ０●２ １●６ ０●６ ３ １ ０ ４ ２ １６ －１４ ６ 

ベガルタ仙台 ４○０ ０△０ ２○０  ０△０ １△１ ９ ２ ３ ０ ７ １ ６ ３ 

四日市JFC ４○０ ３○０ ６○１ ０△０  ０●６ １０ ３ １ １ １３ ７ ６ ２ 

名古屋ｸ゙ﾗﾝﾊ゚ｽ １○０ ６○０ ６○０ １△１ ６○０  １３ ４ １ ０ ２０ １ １９ １ 

 

８月２日（日）  ９：３０キックオフ ＠８ピッチ vsレオーネ山口 ２－０ ○ 

        １５：３０キックオフ ＠１ピッチ vs名古屋グランパス １－１ △ 

８月３日（月）  ９：３０キックオフ ＠９ピッチ vs山形FC ４－０ ○ 

８月４日（火）  ９：３０キックオフ ＠４ピッチ vs M.FC高松 ０－０ △ 

        １５：３０キックオフ ＠９ピッチ vs四日市JFC ０－０ △ 

フレンドリーマッチ（Dグループ３位） 

８月５日（水） １０：３０キックオフ ＠２ピッチ vsカスティージョ水口 ７－０ ○ 
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5． 第３３回全日本少年サッカー大会を終えて 

 

【Ｏｎ ｔｈｅ ｐｉｔｃｈ（ピッチ内）】 

 

（１） 技術・戦術 

     格上であろうと思われる相手に対しても常に攻撃的な姿勢を崩さず、出場した過去２年に比

べ攻撃する時間が長く、ゴールを奪うチャンスを多くつくれたという印象を受けた。これは、

日頃の練習から基本技術にこだわり練習をし、個人の技術レベルの上達した成果だろう。しか

し、名古屋グランパス戦や四日市 JFC戦での、相手のプレッシャーが早い状況で技術を上手に

発揮するところまでは到達しておらず、今後も継続した取り組みが必要であることを実感した。 

     また、最終的に予選敗退の原因として、フィニッシュの精度もあげられるため、シュート練

習も多く取り入れ、ペナルティーボックス付近のゲームの機会を増やし、対戦相手に衝撃を与

える様な狙ったゴールを奪えるように日々の練習に励みたい。 

 

（２） フィジカル 

      開会式に全チームが揃い、身長を見比べる機会があったが１６０CMを超える選手は目立っ

ていた。ベガルタ仙台ジュニアの選手は県大会の時にも感じていたが、比較的小さい印象を

受けた。ただ、試合が始まると小ささでディスアドバンテージを感じることはなく、相手と

のぶつかり合いや競り合いで負けている印象はなかった。これは、日頃から特に１対１の場

面での厳しさを選手に要求したこと、そして、保護者のご協力のもと食事に気を使っていた

だき、タフで逞しい体がつくられてきていることが成果となって表れた。今後も継続して取

り組んでいきたい。ただ、ベスト４に残ったチームには更に力強さやタフさ、自分の体を上

手に動かせるコーディネーションの良さが目立っていた。 

 

（３） メンタル 

     「全国制覇」を目標に全国大会に望み、1試合目から高いモチベーションで試合に取り組んだ。

格上であろうと思われる相手に対しても物応じすることなく、常に強い気持ちを持ちフルファ

イトしていた。今年で３回目の出場という経験も大きかった。また、最終戦で予選敗退が決ま

った後、30分近く泣き続けていた選手をみていると、今大会にかける意気込みが伺えた。 
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【Ｏｆｆ ｔｈｅ ｐｉｔｃｈ（ピッチ外）】 

 

（１）全国大会に向けての準備 

全国大会までの準備期間は、宮城県大会決勝が終了してから、約1ヶ月あった。昨年はトレセ 

   ン活動に選出される選手が多く、チームとして練習できた機会はほとんどなかった。しかし、今

年は昨年と同様にトレセン活動（県トレ選考合宿、県トレ東北選抜大会、県トレ関東遠征、地区

トレ関東遠征等）が行われたが、関係スタッフのご協力のもと、直前の活動はチーム活動を優先

させて頂いた。その結果、チームとして準備する機会をだいぶ確保することができ、練習試合も

組み込むこともできた。更に練習試合の相手も、ジュニアユースやエナブルと種別を超えて試合

をさせて頂きとてもよい機会を与えていただいた。また、ハード面でも芝生のグランド（全国大

会は芝生の為）をお借りすることをソニー仙台の皆様に快諾して頂き、全国大会に向けての準備

は非常にうまくいった。ベガルタ仙台ジュニアの強化に協力してくださった関係者の皆様にはこ

の場を借りて感謝したいと思います。 

 

（２）食事 

    全国大会は、約１週間の長丁場ということもありコンディションの維持が非常に大切になって

くる大会で、その為には食事は欠かせない要素である。昨年同様、食事に関しては、保護者のご

協力もあり成長が伺え、１年前コンディションを崩し活躍できなかった選手が、食生活を見直し

た成果もあり、試合に出場し躍動していた。ただ、よく噛んで食べること、時間内に食べること、

バランスよく食べることは改善しなければならない。今後は、選手・保護者を対象とした栄養講

習会などを開催したい。 

 

（３）生活面 

    「ベガルタ仙台ジュニアの選手としての自覚を持った言動と行動を！」ピッチ内、外問わず、

普段から選手に対して強く伝えているが、全国大会では更に宮城県の代表として全国大会に出場

していることも自覚するようにという事を選手には伝えた。その具体的な約束事として「試合で

はフルファイトし、食事はよく食べ、よく睡眠をとりましょう！」「挨拶は自ら元気よく、さわや

かに」「自分の物、チームの物を大切にしましょう」「時間厳守！（5分前行動）」「サッカーが出来

る感謝の気持ちを持ちましょう！」「自分のことだけでなくチームのことも考えましょう！」と掲

げ、遅刻や忘れものが多少あったものの、選手はよく気配りをし、助け合い、完璧にできたとは

いえないまでも失敗・成功経験をしながら、全国大会を通し社会性を育む良い経験をすることが

できた。これを大会期間限定にすることなく継続していかなければならない。 
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6．まとめ 

 ３年連続で宮城県の代表として全国大会に出場し、過去２年の結果からたくさんの事を学び、その成

果を確認する大会に出来た。その中で、出場するからには「全国制覇」を目標に、全国大会に望んだ。

結果は、残念ながら無敗１失点という成績にもかかわらず予選ラウンドで敗退してしまったが、試合終

了後の泣きじゃくる選手の様子から、本気になって勝負に挑んでいた姿勢が伺え、この悔しさが今後の

成長に大きな成果となって表れることが非常に楽しみになった。また、この大会で「一生懸命は強くな

れる」というキャッチフレーズが掲げられていたが、言葉通りに選手たちは１戦、１戦フルファイトし

たこともあり、大会前に比べて逞しくなったように感じた。 

 予選ラウンドがすべて終了し、Jヴィレッジ会場の最終日は、ベスト８とベスト１６の試合が開催され

た。フレンドリーマッチがあった為、ベスト１６の試合を観戦することはできなかったが、ベスト８の

試合を観戦することができた。ベスト８の試合は、どの試合も観ていて非常に楽しく、基本技術の優れ

た質の高いサッカーをしていた。しかし、選手たちに感想を聞くと、試合の内容よりも「僕たちがこの

場でサッカーをしたかった。」という返答がほとんどだった。 

ベスト８に残った全国の強豪チームが登録１８名中、大半の選手が６年生という構成に比べて、ベガ

ルタ仙台ジュニアのチーム構成は４年生以上でようやく登録１８名が揃うチーム構成である。その為、

成績での結果を出すことは難しいのも事実ではある。しかし、その半面選手育成の視点から考えたとき

に良さもあるのではと考えさせられることがあった。それは、今大会で３大会連続出場した「チーム」

はあるものの、３大会連続で出場した「選手」はどこにも存在しなかった。ベガルタ仙台ジュニアでは、

この真剣勝負の舞台を５人の選手が３大会連続で経験することができた。この経験は、今後サッカーを

継続していく上で、大きな力となるはずだし、５年後、１０年後にユアテックスタジアムで活躍し、日

本代表の選手として活躍したときに育成での「結果」を残してくれると信じたい。 

最後に、全国大会出場にあたり、宮城県サッカー協会をはじめ、宮城県サッカースポーツ少年団協議

会、仙台市スポーツ少年団協議会、泉ブロック、ミヤギテレビ、グランドを提供していただいたソニー

仙台、ベガルタ仙台ジュニアの強化のためご尽力頂いた全ての関係者の方々に、この場をお借りして御

礼申し上げます。 
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選手感想文 

 

背番号１ 鈴木 悠真 ６年生  

 8月1日から、ぼく達の全国大会が始まった。ぼくは、決勝や準決勝で戦った、デポルテFCや多賀城FCの人

達の分までがんばると心にちかった。そして１戦１戦大切に戦うことにした。ぼくは、DFか GKどちらかなので、

気持ちを切り替えていかなければ、ならなかった。１番心に残った試合は、最終戦で直接対決の四日市JFC戦で

す。GKだったので「どんなシュートでも止めてやる」という強い気持ちがもてた。でも引き分けてしまい、１敗もし

ていないのに予選リーグ敗退して、とてもくやしかったです。このくやしさが、強い力に変わればいいです。 

 

背番号２ 齋藤 耀之介 ５年生 

 ぼくにとって、２回目の全国大会のぶたいでした。だけど昨年は、１試合も出場していないで予選敗退でした。

しかし今年は、グループリーグの名古屋グランパス戦と四日市戦にスタメンで出場しました。自分の目標は、「試

合に出場しチームの勝利のために活やくする。」ということでした。この目標を達成するためにぼくは、名古屋戦

で積極的にドリブルでしかけチャンスを作りました。しかし反省点としては、ビックチャンスを外してしまったことで

す。四日市戦では、ヒールパスを出そうとトライしました。だけどあまりつながりませんでした。しかしぼくたちは、

無敗のまま予選敗退でした。だからこそ来年は、チーム目標だった「全国せいは」を目指して日ごろの練習から

気合を入れて取り組みます。そしてきょうごうチームをおどろかしたいです。 

 

背番号３ 斉藤 凌雅 ５年生 

 今年で、ベガルタ仙台は３年連続３回目ということで、まだゆうしょうをしたことがありあせん。なので、「今年

３回目でゆうしょうしたい」という気持ちで試合にいどみました。でも、けっかは決勝トーナメントには、行けませ

んでした。でも、ぼくは、まだ５年生なので来年チャンスがあります。そのチャンスをむだにしないで来年がんばり

たいと思います。それに、今年の６年の分も戦かってきたい思います。あと、ベガルタ仙台は負けてしまったけれ

ど、同じグループだったグランパスには、ゆうしょうしてほしいです。ぼくたちは、グランパスと戦かったときに１対

１という引き分けで終わりました。すごく、グランパスの人は、足が速く、体も強い人ばっかりでした。特に杉森君

のドリブルがすごいと思いました。杉森君だけでなく、グランパスの人もがんばってほしいと思います。 

 

背番号４ 千葉 丈一郎 ６年生 

 ぼくが全日本少年サッカー大会で学んだことは、２つあります。１つ目は、フィジカルや気持ちの強さです。全国

はどのチームも、体や気持ちが強くて、あたり負けしていた所何回もありました。今度はそれを改善できるように

しっかりとご飯を食べて、体をつくっていきたいです。２つ目は、決定力です。特にすごかったのはグランパスの杉

森です。杉森は、スピードが速くドリブルもうまかったのでおどろきました。ぼくもマネできるように積極的にゴー

ルをねらいたいです。ぼくたちは、予選敗対してしまったけど、あの四日市戦に流したなみだは、絶対に忘れない

し、全国で見たすばらしい選手たちから学んだことも、一生忘れません。そして今度はぼくたちがなみだをなが

させることができるように、日々、歯をくいしばってがんばっていきたいと思います。このかりは、ジュニアユースで

かえします。 
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背番号５ 佐藤 拓馬 ６年生 

 ぼくは、今年の全日本ですごく実りのあって、課題の見つかった遠征になったと思います。ぼくは、たくさん失敗

をして、ぼくのできないことがたくさん見つかりました。この全日本には、体の大きい人や、うまい人がたくさん

いて、そこで戦ったというのは、すごくいい経験をしたと思います。ぼくは、この大会から、もっと自信をつけて、

失敗を恐れずにプレーできるようにしたいと思います。今回は、とても悔しい思いをして、涙をのんだけど、これ

から、また、切り替えて、がんばって、これからの大会でタイトルを取れるようにがんばりたいと思います。 

 

背番号６ 本郷 桂佑 ６年生 キャプテン 

 今回の全国大会はあと一歩のところで決勝トーナメント進出をのがしました。全国のチームとの技術の差は大

きく、まだまだ練習が足りないと思い知らされました。試合をする前のオフザピッチの部分では、移動をだらだら

したり食事をとれなかったりなどピッチに入る前から問題が起きてしまいました。逆に移動の面で必要な物だけ

を持っていけるよう小さなバックを用意したことは動きやすくよかったです。宮城県のチームとの大きなちがいは、

ボールをうまくまわし、とられてもすぐプレッシャーにくるなどさまざまな点がありました。この経験をこれからに

生かし、全国のチームとの差をちぢめるためにも今まで以上に練習にはげみリベンジできるようにがんばってい

きたいと思います。今回の大会でわすれることのできない体験をすることができました。 

 

背番号７ 相原 旭 ６年生 

 全国大会では、いろいろな体験をしたりしていっぱい学べました。まず、オフザピッチの所では、食事の所で食

べれてなかったりしてました。後、アップ会場や試合会場にむかうときに、歩くのがダラダラしていたので、１回コ

ーチにおこられて、宿舎にもどってみんなで話し合って歩く所や食事の所はしっかりするという事をコーチとかトレ

ーナーに話しました。コーチとかに話した後は、しっかり歩く所とかが直ったので良かったです。オンザピッチでは、

２年連続で予選を敗退していたので、今年こそはと強い気持ちで試合にのぞみました。１日目と２日目はグラン

パス戦を引き分けたけどあとの２試合をしっかり勝てたので良かったです。３日目は、今日で、トーナメントに行け

るか決まる大事な試合がありました。３日目の１試合目は、前半も後半も相手のことを押していたんですけど、

最後のシュートの所で、決めれなくて、結果は、０－０の引き分けになりました。この試合の結果で、次の試合を

必ず勝たないと決勝トーナメントに行けなくなるというじょうきょうになりました。自分たちで難しくした予選なの

で、そこをのりこえてトーナメントに、行くという気持ちを持った最後の試合は、前半は、０－０の引き分けのまま

終わりました。後半は、みんなが点数を取りに行きました。後半も何本かチャンスがあったものの決めれなくて、

後半が終わり引き分けでトーナメントには行けなくなってしまいました。この時に、みんな悔し涙をながしました。

トーナメントには行けなかったけど、この体験をいかしてこれからがんばっていきたいです。 

 

背番号８ 安田 邑成 ６年生 副キャプテン 

 オンザピッチでは、DFの時積極的にインターセプトをねらえて正確に自分たちのボールにしていた事と、自分

がパスをして動いて、おとしてもらったのを、ダイレクトでホワードの選手にボールをつけてチャンスをつくれた事

です。あと四日市戦の時は、みんなが全体決勝トーナメント行くという強い気持ちでやりました。でも行けません

でした。ぼくは、悔しくて涙を流しました。その涙を次は嬉し涙にしたいです。オフザピッチではもう少しご飯を

速く食べる事と、自己管理をしっかりすることと、歩くときに１０M以上はなれないことです。次の大会でこの反

省を少しでもいいからこくふくしたいです。 
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背番号９ 佐々木 匠 ６年生 

 ぼく達ベガルタジュニアは、この夏、全国制覇を目標にして大会に望みました。しかし、予選敗退という結果に

なってしまいました。その理由は、一敗もしなかったのですが決定的なシーンで決めきれなくて引き分けが多かっ

たため予選突破できなかったんだと思います。自分では、体の強さと足の速さが決勝大会に出ていた人に負け

ていたと思いました。だから、これからもっとチームでゴールを決められる様にシュート練習をしっかりやって、自

分では、体作りをしっかりする事と、もっと気持ちを入れて走って、少しでも足を速くしたいです。そして、ボール

を自分の物にできる様、ドリブルにみがきをかけたいです。全国にはうまいやつがたくさんいたけどそいつらに絶

対負けないように練習をたくさん積み重ねていきたいと思いました。 

 

背番号１０ 織田 遥真 ６年生 副キャプテン 

 ぼくは、３年連続出ていてぼく自身最後の全国大会で１試合目がすごくきんちょうしていてあまり自分のプレー

をやることができませんでした。でもあとから自分のプレーをやることができてよかったです。２試合目が名古屋

グランパスでまずぼくがオウンゴールをしてしまってグランパスにせんせい点をとられてしまったのですごくくや

しかったです。でも後半に点数をきめてくれて同点になってほっとしました。３試合目はチャレンジができたのでよ

かったです。４試合目はオーバーラップなどバックでもこうげきさんかができたのでよかったです。でもひきわけだ

ったのがくやしかったです。最後の試合は四日市とでいいクロスとかドリブルなどチャンスをつくっていたけどぜん

ぜん点数がはいらずこのままひきわけてしまいました。ものすごくくやしかったです。５年生は来年がんばってほ

しいです。 

 

背番号１１ 郷家 章人 ６年生 

 まずピッチ外では、ダノンのときに食事の部分でチームにめいわくをかけてしまったのでそこから全日本まで食

事を食べれるように練習してきたので食事は、しっかりととれてエネルギーをたくわえていたのでよかったし生活

めんでもしっかり早ね早おき朝ご飯ができていたのでいいかたちでウォーミングアップにのぞめていました。ピッ

チ内では、ぜんたいてきにレオーネ戦は、選手が１１人しかそろっていなかったのであまりよくのぞめなかったしそ

のあとの試合のほとんどがそろっていなかったのでしっかりそろえていきたいし自分では、試合で足もとでしかう

けていなかったりパスがせいかくじゃなかったことです。でも点がすこしいれれたことは、よかったです。全日本は

だめだったけどもマリノスでそれをかえせるようにこれからがんばりたいです。 

 

背番号１２ 森 慎之介 ５年生 

 ばくは、８月２日から８月６日まで、全日少年サッカーに参加して、いろいろな事を学びました。まず最初は、移

動です。移動は、バスを降りてからアップ場まで、行きアップが終わってから試合会場まで、行くまで、の移動が、

だらだらしていたので、ぼくはまだ５年生なので、６年生になったら移動をもっと早くしたいです。２つ目は、悔し

さです。ぼくは、去年川崎フロンターレが負けて、ものすごく泣いて、いるのを見てぼくも来年「こうならないとい

いなー」と考えていたらそれが現実になり決勝トーナメントに行けなくて、いっぱい泣いてなみだをのみました。

「あそこで、パスミスをしなければ」「ドリブルでぬかれていなければ」と後から思いました。来年は、優勝して、嬉

し泣きしたいです。 
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背番号１３ 樫崎 桂太 ５年生 

 僕は、全日本少年サッカー大会をふりかえってオンザピッチの部分は、初戦のレオーネ山口とやって僕はトップ下

のポジションをやって、僕は、この試合が全国の初めての試合だったのですごく緊張していてプレーがガチガチに

なってしまいました。そして、２試合目のグランパスと試合をしてベンチで見ててよかったところは、名古屋だか

らってパスだけにならなかったところです。山形とは何回かやっているのでいい内容で勝てたと思います。高松と

は、せめてたんだけど決定力不足で点をとることができませんでした。四日市戦は、２次リーグに行くためには

勝たなければいけなかったんだけど引き分けだったので僕はとても悔しかったです。僕はこの悔しさを絶対に忘

れないで、来年の全日本少年サッカー大会は、今の６年生のためにも絶対にトーナメントに行って全国制覇して

悔し涙だったのを嬉し涙に変えたいです。 

 

背番号１４ 後藤 昴人 ５年生 

 全国大会に行って思ったことは、レベルが県大会より高いと思いました。やっぱりレベルが高いと試合に出る機

会が少なくなりました。ピッチ内では、２勝３分けで決勝トーナメントに出場できず、大粒の涙を流しました。その

時は、本当にくやしかったです。この、くやしさをわすれず全日本少年サッカー大会で全国制覇したいです。ピッ

チ外では、アップ場から試合場まで行くのに１０Mぐらいはなれて歩いてたりしてました。そこはしっかり直してい

きたいです。食事の面では、食べられるようにはなったけど、まだ、ごちそうさまに、まにあえるように、がんばり

たいです。 

 

背番号１５ 橋本 峻輝 ５年生 

 まず、ピッチの事です。レオーネ山口でスタメンででて、自分のプレーを出せたのでよかったです。でも相手に前

でさわられていたので、前でさわりたいです。けっかは、２対０でベガルタがかちました。次からは、かったしあい

を書きます。山形FCに４対０でした。次はピッチ外のことで、ごはんのことです。食事では、マナーを守れていた

のでよかったです。それと、１回も食べ残しがなかったことが１番うれしかったです。それと体重がふえていたこと

です。まえは、３２キロになっていてしん長もまえ１４０CMが１４１、５CMになっていたからです。このちょうしで、

家でも、食べて、来年の６年生では、１５０CMがこえているように、家でごはんを２杯おかわりして、おかずやお

つゆを食べて、そのクセを家でもやりたいです。 

 

背番号１６ 富田 想 ５年生 

 全日１日目開会式では４８チーム計８５６人と、とても多い人数での開会式で、とてもびっくりしました。選手

宣誓をした、スマイスセレソンの北野主将はりっぱな宣誓でした。同じ宿だったから、ぜひ勝ってほしかったけど自

分らと同じく予選敗退した。夜のご飯では食べれずに終わった。全日２日目、朝食でも食べれなかった。レオーネ

山口戦ではエキップでチームのために準備をした。結果は２－０勝利。名古屋戦ではベンチでした。結果１－１

の引き分けで終わった。全日３日目山形 FC４－０で勝利した。全日４日目 MFC高松０－０でドロー、おしくも、

決勝 T進出ならず全日終了。来年はぜったい優勝しようと思った。５日目のフレンドリーマッチでは、勝った。６日

目移動日福島から仙台行きのバスだった。 
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背番号１７ 郷家 友太 ４年生 

 ぼくは、はじめての全日本にでました。まけなかったけどあと一歩というとこで行けませんでした。ボールをと

られてピンチになりました。試合しゅうりょう後涙がみんなの目にあふれました。ぼくじしんではチームでは食事で

す。ぼくは食べられたんですけど食べられなくて試合にでれなかった人もいました。自分では守りはよかったんで

すけどせめるのができませんでしただからできなかったという事がげんいんになっていました。らいねんは全国せ

いはします。 

 

背番号１８ 柴山 慶人 ５年生 

 ぼくは、全日にいって、感じたことが、２つあります。１つは、キーパーです。キーパーでは、ディフェンスラインと

のコミュニケーションです。ぼくは、それでクリアミスや、前への手出が、おくれてミスしたので、ディフェンスライン

とのコミュニケーションをもっとしっかりせいかくに、ディフェンスに、伝たえたいです。２つ目は、オフザピッチの食

事の所です。１日目の夜は、食べれなくて、めいわくを、かけてしまいました。でも２日目の朝からはきちんと全

部食べれたので良かったです。次はアカデミーがあるので、そこでも、ごはんを絶対食べたいです。 

 

※ 読んでいる皆様方に、選手の気持ちが伝わるよう、特に添削等は行いませんでした。誤字脱字もたくさんあ

り不適切な表現も多少ございますが、お許しいただければと思います。 




