
桃山学院大学   同志社大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学   大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学   大阪産業大学        

姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学   大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学   四天王寺大学       

大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学   甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学   京都工芸繊維  

大学 大谷大学   追手門学院大学   関西外国語大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学   帝塚山大学

京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立大学   神戸大学   

京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学   佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   神戸市外国語大学 桃山学院大学   同志社大学   近畿大学     

関西大学   関西学院大学   大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学   大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学  

大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学   四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学       

甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学   京都工芸繊維大学   大谷大学   追手門学院大学   関西外国語

大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学   帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学  

摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学  

佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   神戸市外国語大学   桃山学院大学   同志社大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学   大阪体育大学        

阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学   大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学   大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際  

大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学   四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学   甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理

大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学   京都工芸繊維大学  大谷大学   追手門学院大学   関西外国語大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学  

兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学   帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   

大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学   佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   

神戸市外国語大学   桃山学院大学   同志社大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学   大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学     

大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学   大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学       

四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学   甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学  

京都工芸繊維大学   大谷大学   追手門学院大学   関西外国語大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学  

帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立

大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学   佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   神戸市外国語大学   桃山学院大学   同志社

大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学   大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学   大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学     

京都産業大学   大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学   四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪  

学院大学   甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学   京都工芸繊維大学   大谷大学   追手門学院大学   

関西外国語大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学   帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部     

奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   

大阪府立大学   佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   神戸市外国語大学   桃山学院大学   同志社大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学         

大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊スポーツ大学   大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学   大阪経済大学   関西国際  

大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学   京都教育大学   四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学   甲南大学   大阪商業大学       

大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学   神戸学院大学  京都工芸繊維大学   大谷大学   追手門学院大学   関西外国語大学  芦屋大学   大阪工業

大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育学部   兵庫大学  帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学  

京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術大学   大阪市立大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学   佛教大学   京都府立大学   

近畿医療福祉大学  神戸市外国語大学 桃山学院大学   同志社大学   近畿大学   関西大学   関西学院大学  大阪体育大学   阪南大学   立命館大学   びわこ成蹊

スポーツ大学   大阪産業大学   姫路獨協大学   京都学園大学   京都産業大学   大阪経済大学   関西国際大学   神戸国際大学   奈良産業大学   龍谷大学       

京都教育大学   四天王寺大学   大阪大谷大学   和歌山大学   大阪学院大学   甲南大学   大阪商業大学   大阪教育大学   天理大学   大阪大学   流通科学大学  

神戸学院大学   京都工芸繊維大学   大谷大学   追手門学院大学   関西外国語大学   芦屋大学   大阪工業大学   大阪国際大学   兵庫教育大学   滋賀大学教育   

学部   兵庫大学   帝塚山大学   京都橘大学   滋賀大学経済学部   奈良教育大学   摂南大学   太成学院大学   京都外国語大学   大阪大学外国語学部   大阪芸術

大学   大阪市立大学   神戸大学   京都大学   兵庫県立大学神戸   大阪府立大学   

佛教大学   京都府立大学   近畿医療福祉大学   神戸市外国語大学 桃山学院大   

2011.12.11（sun）

関西学生サッカーアウォーズ



2011 KANSAI GAKUSEI SOCCER AWARDS
2011 関西学生サッカーアウォーズに、ようこそお越しいただきました。

アウォーズは今年で第 3 回目となりました。

今回もチームの選手・主務・マネージャーの方のご協力により、無事に

当日を迎えることが出来ました。

関西学生サッカーアウォーズは

「学生による学生のための表彰式」です。

今年の関西学生サッカーリーグを盛り上げていただいた、皆さんを  

心から讃えたいと思います。本日はご来場誠にありがとうございます。

◆開催概要

開 催 日  2011 年 12 月 11 日（日）

会 場  関西大学 BIGホール 100

  14:00～ 関西学生サッカーアウォーズ

        16:30～ 懇親会（凛風館 2F）

◆表彰式プログラム 司会：田村正浩/池田めぐみ

1、開会宣言           14、4年間最多出場賞表彰       

2、司会者挨拶          15、優秀指導者賞表彰

3、ご挨拶            16、最優秀選手賞表彰

4、来賓紹介           17、来季 J入団選手紹介

5、3 部 Aブロック表彰      18、Iリーグ表彰

6、3 部 Bブロック表彰      19、look back over 2011

7、3 部 Cブロック表彰      20、全日本大学選手権壮行会

8、2 部 Aブロック表彰          近畿大学

9、2 部 B ブロック表彰      21、同志社大学

10、1 部優秀選手・新人賞表彰   22、桃山学院大学

11、1 部個人賞表彰        23、閉会宣言

           

  

12、関西学生サッカー特別賞表彰

13、特別指導者賞表彰

14、4 年間最多リーグ出場賞表彰       

15、優秀指導者賞表彰

16、最優秀選手賞表彰

17、来季 J入団選手紹介

18、I リーグ表彰

19、look back over 2011

20、インカレ壮行会（近畿大学）

21、  〃   （同志社大学）

22、  〃  （桃山学院大学）

23、閉会宣言

  



2011 関西学生サッカーアウォーズ【表彰概要】

◆得点王◆

関西学生サッカーリーグにおける、各部・各ブロック最多得点者

※1 部 12 得点以上、2.3 部 10 得点以上

◆アシスト王◆

関西学生サッカーリーグにおける、各部・各ブロック最多アシスト者

※1 部 8 アシスト以上、2.3 部 6 アシスト以上

◆ベストキャプテン◆

原則として、関西学生サッカーリーグにおける、各部・各ブロック優勝チームのキャプテン

◆ベストマネージャー◆

各部・各ブロックのベストマネージャー

＊関西学生サッカーリーグの運営協力などを考慮し、幹事会で決定

◆フェアプレー賞◆

各部・各ブロック上位半数チームの中から、警告・退場・その他の項目による総減点数がもっとも少ないチーム

◆新人賞◆

関西学生サッカーリーグにおいて、顕著な活躍をした新人選手（5 名程度）

＊技術委員会で決定

◆優秀選手賞◆

関西学生サッカーリーグにおいて、顕著な活躍をした選手（各部・各ブロックごとに 10 名程度）

＊各部・各ブロック監督推薦を重視して技術委員会で決定

◆最優秀選手賞～関西サッカー協会会長杯～◆

関西学生サッカーリーグにおいて、最も顕著な活躍をした選手

＊技術委員会で決定。ただし、甲乙つけがたい場合は敢闘賞を授与することができる

◆4 年間最多リーグ出場賞◆

4 年間 1 部リーグに所属した大学の最も試合時間が多い選手

◆関西学生サッカー特別賞◆

関西を代表して、全国的・国際的に活躍 (または、それに準ずる活躍 )をした選手及び、チーム

＊技術委員会で決定

◆優秀指導者賞◆

関西学生サッカー1 部リーグ優勝監督

◆特別指導者賞◆

関西を代表して、全国的・国際的に活躍 (または、それに準ずる活躍 )をした指導者

＊技術委員会で決定




