
８月13節

MXPX FREEDOM ホソヤ FREEDOM ボンビーズ FREEDOM
イサカ FREEDOM ホソヤ FREEDOM サウスクラブ SOD
ASC コガサキ ホソヤ FREEDOM ジニアス アオバ
C-ESTA 大江戸 タコボーズ FREEDOM 　 　
黄金世代 FREEDOM 酒乱 FREEDOM 　 　

野人 FREEDOM 　 　
野人 FREEDOM
カインズ フェローズ

勝点 動向 つぶやき 勝点 動向 つぶやき 勝点 動向 つぶやき
１、MXPX 33 ↑ 優勝に王手 １、タコボーズ 30 ↑ 快勝！！ １、ういるす 31 　 今週休み

２、コガサキ 27 ↑ ギリギリ ２、野人 27 ↑ ミスに苦しむ ２、アオバ 28 ↑ 快勝！！

３、イサカ 25 ↓ 優勝後退 ３、酒乱 26 ↑ 追いついてきた ３、SOD 14 ↑ 逃げ切った

４、黄金世代 22 ↓ 皆真っ赤 ４、ホソヤ 24 → 波がある ４、ボンビーズ 13 ↑ 快勝！！

５、大江戸FC 16 ↑ 快勝！！ ５、Y’ｚ 13 ↓ スタミナ不足 ４、ジニアス 13 ↓ 塚殺される？

６、ASC 15 → 大庫復活！！ ６、カインズ 8 ↑ 辛勝 ６、TORIPLE 10 　 今週休み

７、南葛SC 13 　 今週休み ７、エスカルゴ 7 ↓ スタミナ不足 ７、サウスクラブ 6 ↓ スタミナ増強？

８、C‐ESTA 10 ↓ 空中戦に敗れる ８、フェローズ 0 ↓ 連敗止まらない ８、募集中

葛飾フットサルリーグ速報
Ｋ３リーグ
5対4
1対２

順位

第13節

Ｋ１リーグ

1対５

７対０
３対４

Ｋ２リーグ
3対4
５対４
７対０

２対０ 　

Ｋ３リーグ

0対６
　

Ｋ１リーグ

４対５
２対４

Ｋ２リーグ

5対１

２対０
5対１ 　

1対０

MXPX 対 FREEDOMの対戦は、MX小金井を起

点に早いパス回しから相手ディフェンスの裏を通

し、確実に得点を積み上げていった。坂本技あり

シュートや小金井のトラップで抜き去りゴールと

個々の差を見せ付ける試合となった。この試合で

ほぼ優勝をひきよせた。

チームイサカ 対 FREEDOMの対戦は、一身一

体の攻防で前半０対０で折り返した。イサカ鈴木

の豪快ミドルで波に乗るかと思いきやすぐさま同

点に追いつかれ、引き分けを予感したタイムアッ

プ寸前で逆転のゴールを許してしまい痛すぎる敗

戦となった。

ASC 対 コガサキの対戦は、前半コガサキ後藤

が立て続けにゴールを挙げ、コガサキペースで試

合が展開していった。コガサキは決定機を数回外

すと流れが一気にASCに傾いた。ASC怒涛の追

い上げで同点に追いついいたが、タイムアップ寸

前コーナーを上手く合わされ惜しい試合を落して

しまった

大江戸ｆｃ 対 C‐ESTAの対戦は、両チームと

も良いキーパーがおりゴールを奪うのに苦労する

試合となった。勝敗を分けたのは、大江戸キー

パー安達の正確なスローインにヘディングで合わ

せゴールを奪っていった。

黄金世代 対 FREEDOMの対戦は、守備の要

岩見と攻撃の要今関を欠く黄金世代は、攻守共

に勢いが出ず、原口が起点となり鼓舞するも前

日の海？でコンディション最悪のチームは、良い

とこなしで終わってしまった。

Ｋ１リーグ Ｋ2リーグ
ホソヤ 対 FREEDOMの対戦は、ホソヤ川島が開

始早々３得点を挙げ幸先の良い展開となった。徐々

にFREEDOMに繋がれ出すとディフェンスの脆さが出

てしまい後半開始早々に追いつかれてしまった。その

後、決定機のない展開が続き、勝ち越し点をホソヤは

取られてしまい、悪夢の敗戦となった。

タコボーズ 対 FREEDOMの対戦は、初参加の頃と

見違える程、フットサルを熟知してきた。ゲームを完全

に支配しており、ミドルシュートやダイレクトパスなど自

由自在に繋いでいた、もともと守備には問題がない

ので攻撃に積極的になれればK１リーグで通用するだ

ろう。

酒乱 対 FREEDOMの対戦は、酒乱廣野を中心に

パスを回して崩すものの酒乱にしては、パスミスシュー

トミスが目立ちリズムを掴みきることが出来なかった、

後半に入ってもパスミスや縦パスも思うように入らず

終始苦戦した戦いとなった。

野人 対 FREEDOMの対戦は、前半互角の展開で

ゲームが進んでいった、野人危ない場面もキーパーの

ファインセーブで1点リードで折り返した、後半に入り

野人尾藤を中心に得意の速攻を仕掛け三枝が、留

めをさしきる形となった。

カインズ 対 フェローズの対戦は、前半フェローズ

の西村にボールを集めてゴールを狙うもカインズキー

パーに阻まれ得点を挙げることが出来なかった、後半

ちょっとした隙をついてカインズが得点を挙げ勝利を

掴んだ.

k3リーグ

ボンビーズB 対 FREEDOMの対戦は、序盤ボ

ンビーズ初参加組がコートに慣れていないことも

あり、連携ミスから危うい場面がみられた。徐々

にボンビーズ市川中心にボールを組み立て相手

を翻弄し始めた。守ってもキーパーのファイインプ

レーでゴールを死守し勝利を掴んだ。

サウスクラブ 対 SODの対戦は、両チームとも

に最近ボールを回せるようになってきた、ディフェ

ンスもしっかり対応できるようになってきているの

で今後楽しみである。

アオバ 対 ジニアスの対戦は、前半開始早々

アオバ竹内のミドルで幕を開けた試合は、アオバ

の一方的な展開となった、ジニアスキーパー塚越

もファインセーブを魅せるが、シュート数が半端な

く打ち込まれ完敗となってしまった。

MVP MXPX

小金井 和也選手

得点王目指します。

MVP ホソヤ

細矢 雄太選手

トンカツ食べに来てくだ

さい。

MVP ボンビーズB

市川 進選手

小笠原キツイ・・・笑

MVP 大江戸FC

安達 優選手

初勝利！！

MVP ASC

二瓶 伸也選手

汗が半端じゃない！

MVP タコボーズ

児玉 祐樹選手

ゴール決めます！

MVP 野人

三枝 正樹選手

今日も暑くて汗だらだらです。


