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CANASTUDY  参加者の声   2021 年 8 月 
 
 

僕は夏休み期間の CANASTUDY で休

みの宿題をやり、終わると今まで勉強して

きたところの復習をしました。3 時間集中

して取り組むことができました。また、わか

らなく解けなかった問題は積極的に先生

に質問をし、わからない問題が少なくなっ

てとても嬉しかったです。その他にも円や

球の面積・体積などの公式の覚え方を教

えてもらいわかるようになりました。平方根

の計算問題では有理化ではなく、約分の

考えで計算できるようになり、早く正確に

解けるようになりました。 

  (中 3 男) 

9 月  7日から再開 火・水･木に戻ります 
 
分散登校で早く下校することも考慮し、16:00 から開始し

ます。非常事態宣言が解除された場合は以前と同じよう

に練習開始前の 18:45 まで延長する予定です。 

時間は 16:00～ 非常事態宣言中は 18:00まで 

日 日 日

16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00

場所 場所 場所

備考 備考 備考

日 日 日

16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00

場所 場所 場所

備考 備考 備考

日 日 日

16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00

場所 場所 場所

備考 備考

日 日 日

16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00 16:00 ～ 18:00

場所 場所 場所

備考 備考 備考

藤心会議室B 藤心会議室A

28 29 30

藤心会議室B 藤心会議室B 藤心会議室A

21 22 23

藤心会議室B 藤心会議室B 藤心会議室B

休日：時間未定

藤心会議室B 藤心会議室B 藤心会議室A

希望者は要相談

9

月

非常事態宣言や蔓延防止などの発令中は近隣センターが 18:00以降

閉館となります。解除され、18:00以降の使用が可能な場合は18:40まで

延長します。

14 15 16

7 8 9

藤心会議室B

火曜日 水曜日 木曜日

 

 

9月の CANASTUDY 予定 

 

参加方法について 
 
参加曜日を決めず、都合のいい日程での参加となり

ます。ただし、休日の 9 月 23 日のみ事前に相談が

必要です。 

曜日に関係なく、希望日に参加できます。 

ただし、帰宅時間によって参加時間が短い場合は 2

または 3 回を１カウントとして考慮しています。 
 
場所 柏市藤心近隣センター(柏市藤心 4-1-11) 
 

逆井駅より徒歩 7 分 

準備物 学習課題 

  希望教科の教材 

  (宿題，課題など) 

  参加希望はチーム 

スタッフまたは平塚まで 

pele19581962@gmail.com  090-1562-2547 

 

自分的には、勉強に取り組みやす

く集中して学習できました。数学の

ワークを中心に復習しましたが、グ

ラフを含む1次関数、連立方程式、

連立方程式の利用などのわからな

問題を質問しましたが、パターン別

にわかりやすく教えてもらったの

で、その後はすばやく解けたり、難

しい問題も解けるようになりました。

テスト前の対策として大事なポイン

トを覚えられたので良かったです。      

(中 2 男) 

この夏休みに参加して英語の単語

や文を覚えることができました。わ

からない単語は先生に聞いてわか

るようになりました。次からは漢字と

英語のわからないところを聞いてい

きたいです。 

あと自由研究のテーマのヒントや社

会の地理のわからない問題も聞くこ

とができました。 

9 月からも参加できる時間があれば

行こうかと考えています。 

他学年の友達もできたので、良か

ったと思います。      (中 1男) 

mailto:pele19581962@gmail.com


  応援しよう CANARINHO 
 
県 U-15 リーグ 1部昇格ならず 
 

 7 月 27 日に４－１でフッチに完勝。 

さらに７月 31 日の最終戦のリベリオ戦は 

カナスタディ 2 名（今村・木村）の得点で快勝し、 

A1 リーグ 1 位となり、昇格戦に出場を決めました。 

 

 

 

 

 

U-14 

 

 
 
8 月 21 日の昇格予備戦は惜しくも 0-1 でトリプレッタに

惜敗し、暁星国際との 3 位決定戦も敗退し、4 位でした。 

クラブユース関東大会に出場のクマガヤにも勝つなど成

長が見られました。 
 

U-15遠征･波崎合宿結果(8/10～12) 

 県リーグ昇格戦、秋の高円宮杯県予選に向けて，強化

合宿を行いました。 
 

県クラブユース U-14 リーグ 

 下位リーグ A グループ 

 ○4-0 FCLazofio 鎌ケ谷  ●0-2 VERDY LESTE 

 1 勝 1 敗で 3 チーム中 2 位 
 

U-14遠征･合宿結果 

7/22～23  静岡清水遠征 

 イルソーレ三木（兵庫）、FC Fuji(静岡)など技術レベルの

高いチームとの対戦で個人技を磨きました。 

 

U-13遠征･合宿結果 
 

8/21～23  波崎合宿 

 初日は村田代表の練習、2 日目、3 日目は VIVAIO 06、

栃木シティ、レガス、八千代 JFC などと対戦しました。 
  
セレクション 
09 月 26 日（日） 17:30～20:30 カナフィールド 

10 月 03 日（日） 17:30～20:30 カナフィールド  

応援しよう CANACRAVO 
 

CANACRAVO県選手権準々決勝進出  

2 年連続 5 回目の全国大会を目指し、 

全日本女子ユース(U-15)県予選が 

スタートし、予選リーグ 2 戦 2 勝、 

A 組１位で 9 月の準々決勝に進出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠征･合宿結果 

トップチーム 

7/26～29 滋賀遠征 

 例年滋賀県鹿深協会主催の裏全国大会に集まるチー

ムの数チームが参加し、強化試合を行いました。 
  

8/28～31 波崎合宿 

 男子のカナリーニョ U-14、VIVAIO 06U-14、女子の白

岡 SCL と強化試合を行いました。 
 

セカンドチーム 

7/31～8/3 御殿場合宿 

高校女子の強豪 藤枝順心高校サブチームや三重高校

女子などの対戦を通して守備力強化をしました。 
 

8/21～23  波崎合宿 

 男子の VIVAIO 06 やカナリーニョ U-13 との対戦で守

備から攻撃の展開を課題として戦いました。特にカナとは

連日のライバル意識が高く激しい連日の試合でした。 
 

セレクション 
09 月 04 日（土） 18:00～20:00 カナフィールド 

10 月の日程は未定 

 

 

予選リーグ結果 

 

決勝トーナメント組合せ  試合観戦不可 

CANACRAVO 

千葉なのはな 

船橋さざんか 

市川 GUNNERS 

暁星国際中 

浦安セレイアス 

クラッキスメニーナ 

VONDS 市原 
 
上位 2チームは 11月 3 日から始まる関東大会予

選に出場します。 

  

9 月 05 日(日)  

準々決勝   
 

9 月 12 日(日)  

準決勝   
 

9 月 19 日(日)  
三位決定戦・
決勝 

 

この夏休み、カナリーニョ U-13 とカナクラーヴォ

の合宿の夜の時間にお邪魔して、3 日間 5 回に分け

て、夏休み以降の試験計画、特に実力試験などの

取り組み方などについてお話ししました。 

5 月のメンタルトレ

ーニング講演を思い

出してもらい、目標

設定の大切さ、具体

的な目標作りについ

て復習しました。

(写真は 8/28)  

メンタルトレーニングのDVD 
 

メンタリスタホームページより 

ジャパンライムより DVD を発売します。ス

ポーツメンタルトレーニングの基礎、基本

を詳しく解説しています。 
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