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2010年5月30日発行
第39回 関西学生サッカー選手権大会
2010年5月30日(日) 大阪長居ｽﾀｼﾞｱﾑ

早くも準決勝を迎えた関西学生選手権。
今日勝てば総理大臣杯出場が決まるだけに、どのチームも一歩も引けない！

＊総理大臣杯は７月４日・６日・８日・１０日の日程で関西圏で開催。出場は関西学生選手権上位３チーム

第１試合 １１：００ Kick off 同志社大学 vs 近畿大学

「リーグ戦では、対等の試合だったが負けてしまったので、ここでリベンジを果たしたい」と近畿大戦に意欲を燃やす同大

主将の角島康介。前回王者を破り、勢いに乗る近畿大ＤＦ⑤松原優吉は同大戦に向け「中心選手を抑えていく」と語った。同

大に勝利し全国大会出場を決めたいところ。

コメント取材：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ（同大）

ＵＮＮ関西学生報道連盟 寺島 琴美（近畿大）

第２試合 １３：３０ Kickoff 関西学院大学 vs 大阪体育大学

「次、勝たなければ意味がない」と大体大の主将ＭＦ⑧村田和哉は語った。大体大は今年、２部リーグを戦いの場としてい

るため、全国への道はただ１つ。この関西選手権だけである。そして、昨年のリーグ覇者・関学大は苦しみながらもベスト４

へ勝ち残った。「相手のストロングポイントをつぶして、ゴールを狙いたい。」とＭＦ⑧阿部浩之。背番号８の激突にも注目

だ。 文：フリーライター 久住 真穂

最終日（6月6日・日）も大阪長居スタジアムにて開催！

3位決定戦 １１：００ Kick off

決 勝 戦 １４：００ Kick off

※ぜひ会場でご声援ください！！ ＊最終日のご観戦はバックスタンドのみとなりますので予めご了承ください。

PHOTO：久住真穂 PHOTO：藤田望



第39回関西学生サッカー選手権大会
2010年5月26日(水) 2回戦 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

甲南大学ＶＳ大阪体育大学

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

甲南大 ０－３ 大体大

■5月26日(水)14:30 kick off ＠大阪長居第2陸上競技場

◇出場選手

甲南大 大体大
1 織田 秀勝 1 松本 智広

28 山本 悠司(→30 原田 直信) 13 鈴木 健太

4 綾川 友崇 2 皆口 裕司

22 下野 賢司 4 濱上 孝次

5 原田 健太 5 藤春 廣輝

9 田中 大滋(→49 大野 祥平) 8 村田 和哉(→22 渡邉 悠介)

8 福原 博文(→39 松井 宏祐) 6 相川 茂樹

18 佐藤 正啓 7 廣岡 太貴

37 下田 尚平 16 松澤 憲伸(→26 中川 真也)

34 辻本 裕也 19 山本 大稀

7 原 宏樹 10 川西 翔太

◆得点(アシスト)◆

大体大 13分 10 川西 翔太( 5 藤春 廣輝)

大体大 53分 16 松澤 憲伸(10 川西 翔太)

大体大 76分 5 藤春 廣輝(10 川西 翔太)

関学大 ２－１ びわこ大

■5月26日(水)17:00 kick off ＠大阪長居第2陸上競技場

◇出場選手

関学大 びわこ大
22 横江 諒 1 林 将志

42 浦島 彰洋 30 松田 陸

3 津田 真吾 5 佐藤 友哉

13 高橋 宏次郎 15 但馬 優斗

15 高松 功一 44 山本 泰平

12 花井 慎吾 19 藤本 義人(→33 竹内 一貴)

20 熊木 翼(→ 5 桑野 裕士) 6 岡野 雅俊

7 梶川 諒太 36 河村 大毅

31 関 皓平(→ 8 阿部 浩之) 11 浅津 知大

9 村井 匠 23 湯田 逸友(→14 鳥濱 誠司)

19 山内 一樹 43 花房 僚(→ 7 澤西 宏典)

◆得点(アシスト)◆

びわこ大 4分 5 佐藤 友哉(15 但馬 優斗)

関学大 26分 31 関 皓平(20 熊木 翼)

関学大 74分 8 阿部 浩之(42 浦島 彰洋)

大体大の快進撃が止まらない。１回戦では最強とも呼び声

高い阪南大のリーグ９連勝をストップさせると、２回戦も勢

いそのままに甲南大に３－０と快勝した。

見事と言うしかない先制弾は、まさにＦＷ⑩川西翔太らし

いゴール。ＤＦの裏へ抜け、落ちてきたボールを受けた瞬間

に狙い済ましたシュートが決まった。この１点で力の差を見

せ付けた大体大。追加の２得点は、ともにサイドアタックか

ら中央のこぼれ球を押し込んだ形だった。小柄な選手が多く、

甲南大と体格差はあったが守備に人数をかけカバー。無失点

で完封勝利を収めた。主将のＭＦ⑧村田和哉は「２年前は完

成されたチームだったが、今年は発展していくチーム。もっ

と強くなる！」と自信に満ち溢れていた。また今年も旋風を

巻き起こせるか。

甲南大は１回戦で約１ヶ月ぶりの勝利を味わったが、スト

ライカー原田、中盤の核・立川の両エースが不在だったこと

が大きく響いた。５９分には、ＦＷ34辻本裕也がシュートを

放つもＧＫ①松本智広のジャンピングセーブで阻まれ、決定

機をものに出来なかったことも要因。大体大の早いプレスに

中盤でボールが収まらず、ＦＷ⑦原宏樹のキラーパスもむな

しく２回戦で姿を消すこととなった。

（文：フリーライター 久住 真穂）

第２試合は関学大の選手たちが「相性が良くない」

と口にするほど、過去３年では３勝３分。今年、リー

グ戦を苦戦しているびわこ大に部があり、予想でき

ない戦いとなった。

「早すぎた」（びわこ大・ＤＦ⑤佐藤友哉主将）

という先制点は前半４分。ゴール前の混戦から最後

は佐藤が体で押し込んだ。しかし、２６分には関学

大ＭＦ31関皓平がシュートのながれ球を豪快に振り

ぬき１－１へ。試合は一気に振り出しへ戻る。同点

になってからは、膠着状態に陥っていた両チーム。

Ｕ－２１日本代表トゥーロン国際大会から帰国した

ばかりのＭＦ⑧阿部浩之が後半６１分から登場する

とチームを救った。フランスでの苦い経験をバネに

「関西で成長して、結果を残すしかない」と思い切

り打った真っ直ぐ伸びたロングシュートがゴールネッ

トを揺らした。びわこ大にも流れはあったが、阿部

の一発がびわこ大を黙らせてしまった。前線のＦＷ

23湯田逸友、ＭＦ⑲藤本義人がサイドから仕掛けて

いたが、ゴール前での怖さがなかった。関学大は７

７分にボランチのＭＦ⑤桑野裕士を投入し、守備を

固めると最後まで相手に仕事をさせず完封。関学大

が実に２００６年の春以来、びわこ大に勝利し、ベ

スト４へ勝ち残った。

（文：フリーライター 久住 真穂）



第39回関西学生サッカー選手権大会
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年5月26日(水) 2回戦

近畿大学ＶＳ関西大学

立命館大学ＶＳ同志社大学

立命大 １－１ 同 大
ＰＫ
(４－５)

■5月26日(水)14:30 kick off

＠堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターメインフィールド

◇出場選手

1 金山 隼樹 1 堀之内 義徳

5 前野 貴徳 2 林 佳祐

2 渡部 寛 3 安川 有

4 藤原 広太朗 4 川野 晃生

3 濱部 孝大(→ 6 篠原 翔) 20 三浦 修

7 加藤 恒平 8 荒堀 謙次

14 村上 巧 6 早坂 賢太

10 内藤 洋平 17 杉山 和毅(→29 矢野 亮)

8 松田 直也(→26 淵本 翔太) 7 東矢 尚仁

18 伊藤 了 11 市川 俊治朗(→ 9 角島 康介)

11 坂本 一輝(→13 藤田 浩平) 16 辻 智人

◆得点(アシスト)◆

同 大 7分 16 辻 智人( 3 安川 有)

立命大 64分 7 加藤 恒平

近畿大 ３－２ 関西大

■5月26日(水)17:25 kick off

＠堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターメインフィールド

◇出場選手

12 高石 裕介 1 井川 貴光

2 近石 哲平 2 田中 雄大

4 福田 俊太 28 藤原 賢土

5 松原 優吉 3 櫻内 渚

3 桂田 光 4 川野 大介(→20 西山 洋平)

13 藤本 憲明 7 岡崎 建哉

16 小田原 匡 8 藤澤 典隆

70 岡崎 大輔(→ 8 池 亮磨) 6 田中 裕人(→26 奥田 勇太)

17 大北 啓介 19 中島 龍基

10 枝本 雄一郎(→63 北野 雅寛) 27 板倉 大地(→18 安藤 大介)

7 宮本 宗弥(→11 皿谷 圭史郎) 17 金園 英学

関西大 36分 27 板倉 大地

近畿大 67分 17 大北 啓介(13 藤本 憲明)

近畿大 94分 2 近石 哲平(13 藤本 憲明)

近畿大 103分 8 池 亮磨(16 小田原 匡)

関西大 108分 17 金園 英学(19 中島 龍基)

伝統的にこの京都のライバルチームの対決は接戦になる。

リーグ戦では立命大が２－０で勝利しているが、その試合も

かなり拮抗したものだった。風の強い中キックオフされたゲー

ムは、完全に同大が支配する。１回戦でも相手にシュートを

１本しか許さなかった守備が、この試合も安定。「常に２対

１で守れるように考えている」（同大・角島康介主将）とい

うディフェンスが効力を発揮した。攻撃では、７分に同大Ｄ

Ｆ③安川有のロングフィードをＦＷ⑯辻智人がループ気味に

ＧＫの頭上を抜いて先制。その後も圧倒的な同大ペースだっ

たが、残り１８本のシュートがどうしても決まらなかった。

そうなるとゲームの流れは立命大に傾く。

やや挽回した後半、途中出場のＤＦ⑥篠原翔の右からのク

ロスが同大ゴール前で混戦を生む。その競り合いの中で同大

にファウルがあったという判定で、立命大にＰＫが与えられ

る。６４分、ＭＦ⑦加藤恒平が冷静に決めて同点。この後、

立命大は退場者を出してしまい、さらに同大ペースが加速。

ＰＫ戦に持ち込みたくない同大は、ボランチ29矢野亮を投入

し、それまでボランチだった⑥早坂賢太をＣＢに移し、長身

ＣＢ安川をトップに上げてパワープレーに出た。ただこれは

成功せず、ＰＫ戦に入る。ＧＫのストップは１本も無かった

が、運が向いたのは同大。２年連続準決勝進出となった。

＜文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ＞

「連覇できるのは自分たちしかいない」と連覇を目指す関西

大。対する近畿大は、リーグ戦から好調な状態をキープして

おり、その勢いに乗り前回王者を倒したいところ。

中盤でボールを回し攻める関西大と、センターバックを中

心とした守備から攻撃に繋げる近畿大。互いに一歩も譲らぬ

戦いは、前後半９０分を終え、１－１。勝負は延長戦へ―。

延長戦前半４分、ＭＦ⑬藤本憲明のフリーキックからＤＦ

②近石哲平がヘディングでゴール。近畿大が先にリードを奪

う。そしてさらに、後半３分、ＭＦ⑯小田原匡のパスを受け

たＦＷ⑧池亮磨がドリブルから試合を決定づけるゴールを挙

げた。２点差とリードを広げる。残り時間が少ない中、関西

大も意地を見せ、エースＦＷ⑰金園英学が１点を返すも、時

すでに遅し。近畿大が前回王者を破り、準決勝へと駒を進め

た。

「気持ちの部分で相手が勝っていた」とＭＦ⑧藤澤典隆主

将は、準々決勝での敗北に肩を落とした。タレント揃いの関

西大攻撃陣に対し安定した守りを見せた、ゲームキャプテン

ＤＦ⑤松原優吉も「（勝てたのは）気持ちじゃないですか」

と精神的な部分での勝利を口にした。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 寺島 琴美＞



関西学生サッカーファンクラブ

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～

最終日は有料開催
～前売券はゲートにて絶賛発売中～
＊最終日の観戦はﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞのみとなります

特典１：関西学連主催・主管大会の入場無料。

特典２：関西学連主催・主管大会のプログラム・チケットの送付。

特典３：ファンクラブニュース、年１０回程度発行。
会 費：年会費４０００円
【お申し込み】

下記の宛先に顔写真（２×３㎝）２枚と年会費、氏名・住所・年齢・電話番号・
生年月日・職業・応援している大学・選手をご記入の用紙を同封し、現金書留
にてお申し込み下さい。
〒550-0014 大阪市西区北堀江１－６－４ アビテ四ツ橋２０３
「関西学生サッカーファンクラブ入会申し込み」係
●お問い合わせ●関西学生サッカー連盟 Tel 06-6531-2030まで

関西西学生サッカー情報が満載！

試合結果どガンガンチェックできます！！

http://www.jufa-kansai.jp/

携帯サイトもチェック！！

http://www.jufa-kansai.jp/kei/t

会員募集中！

関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。
５月２６日（水）発売の週刊サッカーダイジェストに、発表から構想など夢倶楽部のことが

スペシャルレポート「関西学生サッカーの聖地という“夢”」と題し、取り上げられています！

ぜひご覧ください！



関西学生サッカー未来・夢倶楽部 
 

                             
夢があるから目標がある 

目標があるから計画がある 

計画があるから行動がある 

行動があるから実績がある 

実績があるから反省がある 

反省があるから進歩がある 

進歩があるから喜びがある 

みんなで夢を実現しよう 

夢があるから強くなる 

「関西学生サッカー未来・夢倶楽部」お申し込みの手順 

 １．必要書類 

   ①関西学生サッカー未来・夢倶楽部入会申込書 

   ②顔写真 2cm×3cm（写真の裏に必ず氏名をご記入ください） 

    ③郵便振替払込書 

（専用の用紙は競技場で行われる公式戦の会場及び、未来・夢倶楽部事務局でご用意しています。） 

２．会費の振込 

  郵便局から、「郵便振替払込書」で「関西学生サッカー未来・夢基金」あてに終身会費

30,000 円をお支払いください。 

口座番号 00930-7-272254 ／ 口座名称 関西学生サッカー未来・夢基金 

＊専用の用紙（ゲートにご用意しています）をご使用頂くと手数料はかかりません。 

３．書類の投函 

   入会申込書及び、顔写真を同封のうえ、本倶楽部事務局あてに郵送してください。 

４．会員証が届きます 

      

会員証を呈示すれば、関西学生サッカー連盟主催・主管のすべての大会に無料で入

場   できます。各種式典にも参加可能 ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

お問い合わせは 

関西学生サッカー未来・夢倶楽部事務局 

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1－6－4 アビテ四ツ橋 203 

関西学生サッカー連盟事務局内 

Ｔｅｌ 06-6531-2030 

入会ご案内 

会則などの詳細は入場ゲートにご用意しています！ 



第３９回 関西学生サッカー選手権大会の予定や、一次トーナメントの結果なども・・・

関西学生サッカー連盟公式サイトで！

http://www.jufa-kansai.jp/

～ ご来場の皆様へ～
試合のメンバー表は原則として関係者のみへ配布しています。

ご来場の方々全員への配布は出来ません。

メンバー表はゲート付近にも掲示しており、また、試合前やハーフタイムにも放送しております。

お手持ちのプログラム等をご活用頂き、予めご了承くださいますようお願いいたします。

２０１０年度 第３４回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

７月、ここ関西で熱く開催

１回戦 ７月４日（日）長居スタジアム・堺ＳＮＴＣ・三木防災・西京極

２回戦 ７月６日（火）長居第２・堺ＳＮＴＣ

準決勝 ７月８日（木）長居スタジアム

決勝戦 ７月１０日（土）長居スタジアム

全１６チーム代用による熱き戦い！

関西３チーム・関東５チーム・九州２チーム

北海道・東北・北信越・東海・中国・四国 各１チーム




