
2nd 9節

大江戸FC チームイサカ ホソヤ FREEDOM ボンビーズB FREEDOM
不夜城 チームイサカ ASC キングジョー T‐BRONEZE サウスクラブ

SHIMI’S FREEDOM ういるす いいちこ ばるたん FREEDOM  
SHIMI’S FREEDOM 野人 酒乱 ジニアス スティチーズ

黄金世代 タコボーズ 野人 FREEDOM   
MXPX FREEDOM 　 　
MXPX Doorz

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 24 ↑ 名前変更 １、いいちこ 21 ↑ 危なかった １、バルタン 22 ↑ ギリギリ

２、イサカ 21 ↓ 悪夢の2連敗 ２、酒乱 18 ↑ 快勝 １、ボンビーズB 22 ↑ 葛攻守の要

２、MXPX 21 ↑ 追い上げ開始 ３、ASC 14 ↓ 二瓶スランプ？ ３、T‐BRONZE 15 ↑ 快勝

４、Doorz 13 ↓ 痛い負け ４、ホソヤ 11 ↑ 今週休み ４、ナカノイソン 13 　 今週休み

５、大江戸FC 12 ↑ 戻ってきた ５、ういるす 10 ↓ 惜しかった ５、スティチーズ 9 ↓ １点が

６、タコボーズ 10 ↓ 後1歩 ５、野人 10 ↓ 動きが重い ５、ジニアス 9 ↑ 辛勝

７、黄金世代 10 ↑ 徐々に ７、キングジョー 7 ↑ いい攻め ７、サウスクラブ 0 ↓ 苦しい

８、SHIMI’S 8 → 若さ爆発 ８、Y’ｚ 4 ↓ ８、募集中 　 　 　

Ｋ３リーグ

5対４
１対０

Ｋ１リーグ

5対４
5対5

Ｋ２リーグ

1対４

5対１
5対１

　

葛飾フットサルリーグ速報
Ｋ３リーグ

8対７
７対１

順位

9節

Ｋ１リーグ

2対１

2対１
5対３

Ｋ２リーグ
6対３
3対4
０対１

４対５ 　

チームイサカ 対 大江戸FCの対戦は、大江戸

の攻撃スタイルが復活！！空中戦を主体に組み

立てイサカを混乱させた。守ってもキーパー小林

のファインセーブで得点を許さなかった。イサカも

パスを回し崩しに掛るが、いつもの華麗な連携は

見られず、大江戸の勝利となった。

不夜城 対 チームイサカの対戦は、お互いの

出方を伺うスローな展開から始まった。口火を

切ったのは、やはり不夜城馬場がサイドを切り裂

き逆サイに絶妙なパスを押し込んだ。残り３分か

らイサカのエンジンが掛り怒涛の追い上げをみせ

たが、時間が足らなかった。

SHIMI’S 対 FREEDOMの対戦は、SHIMI’S佐

久間中心にボールが面白いように回っていた。

FREEDOMもスピードのあるチームであるが、

SHIMI’Sの若手は、上回っていた。後半に入って

もボールをじっくり回し田中等が、押し込み

SHIMI’Sの勝利となった。

黄金世代 対 タコボーズの対戦は、両チーム

運動量も多く引いて守備をするため、最終ライン

への突破が鍵となる展開となった。両チームとも

ラインを引き出すためロングシュートが欲しい展開

であった。後半拮抗していたが黄金岩見のシュー

トが決まり、何とか１点を守りきり勝利となった。

MXPX 対 Doorz Raceの対戦は、前半MXPX

古河にボールを入れ中、外、中とパスを回し

Doorzディフェンスを崩していった。後半早いパス

回しに付いて行く様になったDoorzは、唐澤の豪

快キックオフゴールで一矢報いたが、MXPXの勢

いを止めることができなかった。

Ｋ１リーグ Ｋ2リーグ
ホソヤ 対 FREEDOMの対戦は、前半ホソヤ熊谷

がゲームを支配、ボールの出し入れを効果的に行い

川島に供給しゴールを量産した。後半に入ってもホソ

ヤペースは変わらず、林部のライン際ドリブルから技

ありシュートでFREEDOMを突き放して行った。ホソヤ

迷走から抜け出せたか？

ASC 対 キングジョーの対戦は、ASC大黒柱二瓶

が、大スランプ！！守ってもポロリとゴールを割ってし

まい、攻めても決定機を外してしまった。キングジョー

は、いつもの無茶攻めがなくなり落ち着いてパスを回

していた。後半ASCのスタミナが切れたところを確実

にゴールを奪っていき勝利を掴んだ。

いいちこ 対 ういるすの対戦は、攻めるいいちこ守

るういるすの熱い戦いとなった。終始いいちこが攻め

続けていたが、決定的なパスを出させなかった。後半

に入り一瞬の隙をついていいちこ新井の技ありシュー

トが決まった。両チームキーパーのレベル高いフィール

ディングもありロースコアーでいいちこの辛勝となった。

野人 対 酒乱の対戦は、今期３度目の対決は2週

間ぶりの野人の動きが鈍く、酒乱のパスワークに付い

ていけてなかった。後半に入って野人三枝、尾藤の

素早い攻撃で何度かチャンスを作るも酒乱廣野の安

定したキーピングで得点を与えず酒乱の快勝となった。

k3リーグ

ボンビーズB 対 FREEDOMの対戦は、前半から点

の取り合いになった。先制は、ボンビーズ菅原が口火

を切った。市川、宮崎なども続き優勢に試合を進めて

いたが、いつものリードしてからのディフェンスが鍵で

すぐさま追いつかれてしまった。後半も点の取り合い

が続き残り１分でボンビーズ葛が、勝ち越しゴールを

決め勝利となった。葛は、ボンビーズで一番守備に攻

めに貢献しており、彼の成長が今後ボンビーズの肝

になっていくだろう。

T‐BRONZE 対 サウスクラブの対戦は、前半

T‐BRO富田剛を中心にゲームを組み立てサウスクラ

ブを圧倒していった。T‐BROは、スペースを上手く使

いパスを自由自在に繋いでいき大量得点を挙げて

いった。サウスもカウンターで反撃するも一矢報いる

のがやっとだった。

ばるたんCLUB 対 FREEDOMの対戦は、ばるたん

今日もゴール付近までは、攻め込むもののシュートを

見事に外していた。後半に入っても支配率はばるた

ん有利だが、得点が入らず焦っていたが、1点1点返

していき、なんとかタイムアップ前に逆転ゴールを押し

込んだ。

MVP ボンビーズB

市川 進選手

今、彼女と喧嘩中です。

MVP ホソヤ

川島 昭紀選手

次もやります。

MVP 黄金世代

岩見 勇介選手

やっと抜け出せて、次も勝ちたいで

す。

MVP SHIMI’S

田中 奨選手

清水さん待ってます。

MVP 大江戸FC

小林 義孝選手

びっくりです。

MVP キングジョー

岩﨑 良平選手

監督のおかげです。

MVP MXPX

中村 敦選手

キーパーのおかげです。

MVP ばるたんCLUB

岩見 直希選手

イートラン閉店です。


