
2nd 6節

大江戸FC 黄金世代 ホソヤ イイチコ ばるたんclub FREEDOM
MXPX FREEDOM ういるす Y’ｚ ボンビーズB FREEDOM
MXPX SHIMI’ｓ 野人 酒乱 T-BRONZE FREEDOM  
SHIMI’ｓ FREEDOM キングジョー FREEDOM ナカノイソン サウスクラブ

イサカ タコボーズ 　 　 ナカノイソン FREEDOM
コガサキ FREEDOM 　 　
Doorz FREEDOM

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、コガサキ 15 ↑ 馬場劇場 １、いいちこ 15 ↑ 新井豪快弾 １、バルタン 16 ↑ 首位キープ

１、MXPX 15 ↑ 連勝 ２、酒乱 12 ↓ 完敗？ ２、ボンビーズB 15 ↑ 菅原得点王

３、イサカ 12 ↑ 乗ってきた ３、ASC 10 　 今週休み ３、ナカノイソン 10 ↑ 太田６得点

４、タコボーズ 9 ↓ 回された ３、野人 10 ↑ 早い！！ ４、T‐BRONNZE 9 ↑ 千晶２ゴール

４、大江戸FC 9 ↑ 調子上昇中 ５、ういるす 7 ↑ 藤野の頑張り ５、スティチーズ 6 ↓ 守備を

６、黄金世代 6 ↓ 苦戦が続く ６、Y’ｚ 4 ↓ 決めきれず ６、ジニアス 3 ↓ スタミナ切れ

６、Doorz 6 ↑ 圧勝 ７、ホソヤ 3 ↓ 迷走中 ７、サウスクラブ 0 ↓ まずは守り

８、SHIMI’S 3 → １勝１敗 ８、キングジョー 0 ↓ 次は攻撃 ８、募集中 　 　 　
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葛飾フットサルリーグ速報
Ｋ３リーグ

2対０
５対４

順位

6節

Ｋ１リーグ

９対６

２対１
６対２

Ｋ２リーグ
２対５
４対３
３対２

　 ２対１

大江戸FC 対 黄金世代の対戦は、両チーム

ディフェンスに定評がありローゲームが予想され

た通りの展開で、口火を切ったのは大江戸であっ

た。大江戸中村と中山がボトムでボールを回し、

効果的なパスを供給し３点リードした。黄金も岩

見、今関で組み立て２点まで追いつくも後１点が

遠く、大江戸の勝利となった。

MXPX 対 SHIMI’Sの対戦は、両者よく知った

もの同士の試合は、MX古河、佐藤の絶妙なコン

ビネーションで先制した。続く２点目も柳、渡辺の

コンビネーションで追加点をとり前リーグ覇者の実

力を魅せつけた。後半、shimis関のドリブル突破

にMXは苦戦し、後１点の所まで差し込まれたが

MXの貫録勝ちとなった。関の個人技も今後リー

グを沸かせてくれそうである。

チームイサカ 対 タコボーズの対戦は、前半タ

コボーズの速攻が決まり好調を持続していた。イ

サカも３点リードされるも慌てることなくいつもの

ように早いつなぎを魅せ、徐々に差を縮めてきた。

後半、同点に追いついたイサカとタコは最後まで

シーソーゲームを展開したが、後半イサカが立て

続けにゴールを決め勝利した。

コガサキ 対 FREEDOMの対戦は、前半から馬

場劇場開幕！！前半だけで１０得点差を付け折

り返した。後半、余裕の展開で勝利した。コガサ

キ石原も復帰しディフェンスラインも整った。

Doorz Race 対 FREEDOMの対戦は、前半か

らDoorz攻撃陣が、パスとミドルシュートをうまく噛

み合わせFREEDOM守備陣を粉砕していった。

後半に入ってもひやりとする場面があったものの

流れは変わらず、快勝となった。

Ｋ１リーグ Ｋ2リーグ
イイチコ 対 ホソヤの対戦は、イイチコ新井を軸に

先制しイイチコペースで試合が進んでいった。ホソヤ

も立てに早い攻撃でイイチコディフェンスを置いて行

き同点に追いついた。拮抗した終盤、やはりイイチコ

新井の技ありゴールと力強いゴールとでホソヤゴール

をこじ開け勝利とした。

ういるす 対 Y’ｚの対戦は、前半ういるすの速攻が

綺麗にきまりY’ｚをリードした。Y’ｚもパスを回しういる

すを崩しに掛るもキーパー坂口のファインセーブに阻

まれ、中々得点を挙げることが出来なかった。後半に

入っても藤野に献身的な動きがういるすを助け勝利

となった。

野人 対 酒乱の対戦は、前半から野人得意の速

攻で酒乱ディフェンスを崩していった。酒乱もいつも

パスで組み立てていくところを野人の早いディフェン

スに焦ったのか、ミスパスを連発しボールを繋ぐこと

が出来なかった。後半に入っても早い動きで酒乱を

圧倒し主導権を譲らず、野人の勝利となった。

キングジョー 対 FREEDOMの対戦は、先週の反省

からディフェンスラインを固めたキングは、しぶといディ

フェンスを披露し、パスで崩しに掛るFREEDOMに決

定的な仕事をさせなかった。攻めでは、急ぎ過ぎてい

る感がありもう少し落ち着いて攻めれば、攻守ともに

楽が出来勝ち星にも繋がってくるだろう。

k3リーグ

ばるたんCLUB 対 FREEDOMの対戦は、前半

FREEDOMの攻撃に全く防戦一方であったが、全

員一丸とりゴールを死守した。後半FREEDOMの

攻撃にも慣れてきたこともあり、ばるたん中島、

岩見のカウンターが出始め、何とか２点をもぎ取

ることに成功した。

T-BRONZE 対 FREEDOMの対戦は、前半両

者譲らない時間帯が続いたが、先制ゴールをT-

BRO富田が、菊池の折り返しに合わした。後半、

一旦追いつかれたもののT- BRO中村のドリブ

ル突破からのゴールで突き放し勝利した。

ボンビーズB 対 FREEDOMの対戦は、前半ボ

ンビーズは市川を温存？しながらもFREEDOMを

パス回しで崩しゴールを量産していった。後半、

ペースを落しすぎてしまったのかゴールが中々決

まらず、徐々に追いつかれてしまい後味の良くな

い勝利となった。

ナカノイソンブラ 対 サウスクラブの対戦は、

前半ナカノイソン攻撃陣が、横パスを駆使しサウ

スディフェンスを崩壊させた。後半もカウンターの

サウスに対しパスをしっかり回しサウスに反撃の

糸口すら作らせない完璧な勝利となった。

MVP 大江戸FC

中村 和靖選手

初MVP有難うございます。

MVP MXPX

佐藤 友樹選手

shimi'sに負けなかった

が良かったです。

MVP SHIMI’S

関 潤哉選手

頑張りました。

MVP T-BRONZE

中村 智一選手

たまたま調子が良かった！

チームに貢献できるよう頑張ります。

MVP ボンビーズB

増村 優馬選手

楽しかったです。

MVP ういるす

藤野 晃選手

疲れました。

MVP ナカノイソンブラ

児山 祐樹選手

苦戦したが、チーム一

丸となって頑張ること

が出来ました。


