
2nd 11節

不夜城 タコボーズ ASC ういるす ボンビーズB サウスクラブ

大江戸FC MXPX Y’ｚ 野人 T‐BRONZE FREEDOM

黄金世代 FREEDOM ホソヤ 酒乱 ばるたん スティッチ  
イサカ SHIMI’S いいちこ キングジョー ナカノイソン FREEDOM

SHIMI’S FREEDOM 野人 FREEDOM ナカノイソン FREEDOM
キングジョー 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、不夜城 27 ↑ 馬場怪我 １、いいちこ 28 ↑ 新井飲み過ぎ？ １、バルタン 28 ↑ 雑賀決める

2、MXPX 24 ↓ １点が重かった ２、酒乱 20 → 廣野欠場 １、ボンビーズB 28 ↑ 余裕の勝利

２、イサカ 24 ↑ 多芸ごっちゃン ３、ASC 17 ↑ 久々の快勝 ３、ナカノイソン 20 ↑ 女性ゴール

４、大江戸FC 18 ↑ お見事 ４、ホソヤ 13 → 粘った ４、T‐BRONZE 18 ↑ 中村切れてた

５、SHIMI’S 15 → 抜群の運動量 ４、野人 13 → 1勝1敗 ５、スティチーズ 9 ↓ 芦田豪快弾

６、Doorz 13 　 今週休み ６、ういるす 11 ↓ 惜しかった ５、ジニアス 9 ↓ 連携を

６、黄金世代 13 ↑ 守備改良成功 ７、Y’ｚ 10 ↑ 押されてたのに ７、サウスクラブ 0 ↓ 苦しい

８、タコボーズ 10 ↓ 苦戦続く ８、キング 8 ↓ 押していたのに ８、募集中 　 　 　

葛飾フットサルリーグ速報
Ｋ３リーグ

13対1
４対０

順位

11節

Ｋ１リーグ

2対2

5対0
1対0

Ｋ２リーグ
6対4
4対0
2対2

4対0 3対3

Ｋ３リーグ

15対1
4対0

Ｋ１リーグ

4対1
6対4

Ｋ２リーグ

3対0

4対0 　

不夜城 対 タコボーズの対戦は、不夜城馬場

負傷ということもあり、いつものドリブル突破がな

くパサーとしてプレイしたことでタコのディフェンス

に狂いが生じ失点を重ねていった。タコも早いパ

ス回しで崩すものの詰めが悪く、不夜城のゴール

を割ることができなかった。

大江戸FC 対 MXPXの対戦は、戦術を元に戻

してから好調の大江戸FCは、今日も低めのディ

フェンスラインを軸に斉藤のカウンター攻撃でチャ

ンスを作り、欲しかった先制点を挙げた。MXPXも

優勝するには負けられない一戦であったが、大江

戸の堅い守りをこじ開けることが出来ずタイム

アップを迎えてしまった。

黄金世代 対 FREEDOMの対戦は、黄金世代

の守備体系変更により、がっちり守ってから早い

攻撃へ移行しやすくなっていた。今関、岩見ホッ

トラインで得点を増産していき終盤追い上げの足

がかりとなる勝利となった。

チームイサカ 対 SHIMI’Sの対戦は、前半

SHIMI’Sの運動量に圧倒されたイサカが、立て続

けに得点を許した。イサカは、運動量で勝てない

分、ダイレクトで繋ぎ始めるとSHIMI’Sの守備陣を

翻弄しはじめた。後半一進一退の攻防が続いた

が、パワープレーが得意なイサカが徐々に有利に

展開し始め勝利となった。

Ｋ１リーグ Ｋ2リーグ
ASC 対 ういるすの対戦は、ASC点取り屋大庫が

コルセットを首に巻きキーパーというギャンブル？な展

開で試合が始まった。ASC二瓶がフィールドにいるこ

とでボールが収まり試合を優位に進めていたが、強い

シュートを打たれると流石に対応できずシーソー的な

展開となった。後半決定的なシュートを外したASC中

山が、今度は技ありのシュートを決めういるすを突き

放した。

Y’ｚ 対 野人の対戦は、野人が休み明けもあり動

きが重かった、Y’ｚもパスも個人技も織り交ぜていた

が、中途半端にも関わらず得点だけは入っていき、

ディフェンスもキーパーのファインセーブでなんとか凌

いでいた。野人の方が優勢に進めていただけに野人

にとっては残念な結果となった。

酒乱 対 ホソヤの対戦は、酒乱守護神兼司令塔

の廣野を欠き今ひとつ乗り切れていなかった。一方、

ホソヤも好不調の波があり、もう一つ乗り切れていな

かったが、守備をしっかりと固めていた。両者攻め手

を欠き、痛み分けとなった。

いいちこ 対 キングジョーの対戦は、現在得点王

いいちこ新井が、飲みすぎ？で欠場となった。前半キ

ング新メンバー？が、ゲームを支配しパスを有効に繋

いでいたが、いいちこ山田のブロックに阻まれた。後

半、いいちこの素早いカウンターに失点を重ねていっ

た。

キングが、押していただけに残念な結果となった。

k3リーグ

ボンビーズB 対 サウスクラブの対戦は、ボンビー

ズB自慢の攻撃陣が、今日も大爆発！！！余裕ある

展開で全員ゴール？を挙げた。サウスクラブは、全員

ボールに行ってしまうので、分散して守るようにしな

いとスタミナが続かない上に速攻も仕掛けられず打

つ手がなくなるので改善が急がれる。

T‐BRONZE 対 FREEDOMの対戦は、前半T‐BRO

の守備が、整わずボールを回される場面が多々あっ

た。後半、体が温まるとディフェンスも落ち着いて行

き、攻撃も中村を軸に大弥の絶妙スルーパスが決ま

り、勝利を掴んだ。

ばるたんCLUB 対 スティッチーズの対戦は、前半

ばるたん雑賀が絶好調！！個々数試合ゴールに嫌

われていたばるたんが、嘘のようにゴールラッシュを

魅せた。後半に入っても手を緩めることなく攻め続け

大量得点となった。スティッチーズも新戦力茂木が、

組み立て芦田の豪快ミドルシュートで応戦するも届か

なかった。マーべラス山本にいいボールが入っていた

ので決めれればチャンスが出来てくるだろう？

ナカノイソンブラ 対 FREEDOMの対戦は、

FREEDOMの早い攻撃に前半苦しんでいたが、イソン

女性プレーヤーのゴールから一気にゲームの流れが

変わった。後半に入ってもイソンのパス回しからゴー

ルを量産していった。決定機を何度か外す場面もみ

られたので精度が上がってくれば、上位も伺える。

MVP ASC

中山 源治選手

久しぶりに勝って良かっ

たです。

MVP ばるたんCLUB

雑賀 駿選手

岩見がチューしました。

MVP チームイサカ

多芸 諭選手

馬場君お大事に。

MVP 大江戸FC

斉藤 広海選手

３連勝！！

MVP 野人

田村 和彦選手

顎の切れが良くなってきた。

MVP いいちこ

山田 高士選手

山田です。


