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第39回関西学生サッカー選手権大会
2010年6月6日(日) 大阪長居スタジアム

■３位決定戦 １１：００ ＫＩＣＫ ＯＦＦ 関西学院大学ＶＳ近畿大学

接戦を落とした関学大。ＦＷ⑨村井匠は「ここで頑張れなかったら関学じゃない」と一言。このままでは終われない。

リーグ戦では関学大に勝利した近畿大。ＤＦ⑤松原優吉は「自分らのサッカーをしたら負けない」と自信を見せる。最後に

笑うのは。

■決勝 １４：００ ＫＩＣＫ ＯＦＦ 大阪体育大学ＶＳ同志社大学

勢いに乗る大体大。「相手は関係ない。勝てる自信はある」とＭＦ⑧村田和哉主将。一昨年は果たせなかった優勝はなるか。

対する同大、好調のＦＷ⑯辻智人は「自分たちのやることは変わらない」。持ち前の攻撃サッカーで栄冠をつかみたい。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

プレビュー写真協力

藤田望・久住真穂

関西王者をかけて
大阪体育大学VS同志社大学

全国への最後の切符は！？
関西学院大学VS近畿大学



第39回関西学生サッカー選手権大会
2010年5月30日(日) 準決勝 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ近畿大学

関西学院大学ＶＳ大阪体育大学

同 大 ２－１ 近畿大

■5月30日(日)11:00 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

同 大 近畿大
1 堀之内 義博 12 高石 裕介

2 林 佳祐 2 近石 哲平

3 安川 有 4 福田 俊太

4 川野 晃生 5 松原 優吉

20 三浦 修(→12 小堀 誠也) 3 桂田 光

8 荒堀 謙次 13 藤本 憲明

6 早坂 賢太 16 小田原 匡

17 杉山 和毅 70 岡崎 大輔(→11 皿谷圭史郎)

7 東矢 尚仁(→18 徳丸 真ノ介) 17 大北 啓介

11 市川 俊治朗(→ 9 角島 康介) 10 枝本 雄一郎

16 辻 智人 7 宮本 宗弥(→ 8 池 亮磨)

(→43 高 崇彰)

◆得点(アシスト)◆

同 大 17分 7 東矢 尚仁(20 三浦 修)

近畿大 45＋1分 11 皿谷 圭史郎(13 藤本 憲明,4 福田 俊太)

同 大 70分 16 辻 智人(17 杉山 和毅)

関学大 １－２ 大体大

■5月30日(日)14:00 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

関学大 大体大
22 横江 諒 1 松本 智広

42 浦島 彰洋(→27 井林 章) 2 皆口 裕司

3 津田 真吾 15 園田 健人

13 高橋 宏次郎 4 濱上 孝次

15 高松 功一 5 藤春 廣輝

12 花井 慎吾 6 相川 茂樹(→29 河野 涼)

20 熊木 翼(→ 5 桑野 裕士) 7 廣岡 太貴

7 梶川 諒太 8 村田 和哉

31 関 皓平(→19 山内 一樹) 16 松澤 憲伸(→22 渡邉 悠介)

8 阿部 浩之 19 山本 大稀

9 村井 匠 10 川西 翔太(→11 脇 睦)

◆得点(アシスト)◆

大体大 97分 11 脇 睦( 7 廣岡 太貴, 8 村田 和哉)

関学大 100分 19 山内 一樹

大体大 119分 11 脇 睦(22 渡邉 悠介)

２年連続の総理大臣杯出場を決めたい同大と２年ぶり

の出場を目指す近畿大が対戦。接戦となったが、同大の

ストライカーが試合を決めた。

先制したのは同大。前半１７分、ＤＦ⑳三浦修のパス

に反応したＭＦ⑦東矢尚仁が冷静に流し込んだ。しかし、

前半ロスタイム、近畿大に同点ゴールを許してしまう。

後半は一進一退の展開となったが、ＧＫ①堀之内義博が

好セーブを見せ、得点を許さない。守護神の奮闘に応え

たのがＦＷ⑯辻智人。後半２５分、ＣＫを得意のヘディ

ングで叩き込み、勝ち越しゴール。「自分が決めたか分

からなかった。夢のよう」と辻も興奮を隠せない。これ

で関西選手権３ゴール。チームを総理大臣杯、そして決

勝へと導いた。

一方の近畿大。前半終了間際に同点に追いつく粘りを

見せたが、及ばず。決定的な場面を何度か作ったが、相

手の堅守の前にその得点のみに終わった。後半ロスタイ

ムにはゴールを割るまでもう一歩のところまで迫ったが、

無情のホイッスル。ゲームキャプテンを務めたＤＦ⑤松

原優吉は「自分たちのサッカーができなかった」と嘆い

た。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

一昨年、２部リーグ所属ながら、準優勝を果たし

た大体大。その時と同じ２部所属で関西選手権に挑

み、全国への切符を勝ち取った。

大体大は「まずはディフェンスから」（ＭＦ⑧村

田和哉主将）という作戦がハマった。ボールポゼッ

ションは関学大に譲ったが、ゴールは許さず、虎視

眈々とチャンスを待った。それが実を結んだのが９

７分。「関学大の右サイドがバテていた」（村田）

のを見逃さず、左サイドから仕掛けた村田のクロス

が起点となり、途中出場のＦＷ⑪脇睦がヘディング

でゴール。その後いったんは関学大に追いつかれた

が、１１９分に再び脇が決め、突き放した。全国行

きを決め、村田も「気持ちが切れなかった」とチー

ムの戦いぶりに胸を張った。

関学大はエース⑧阿部浩之をＦＷで起用し、ペー

スを握ったが、勝利にはつながらず。終盤は疲れが

見え、「強い気持ちは全員にあった。けど硬さが出

た」とＭＦ⑩渡辺毅仁主将。延長に得点を許し、す

ぐさまＦＷ⑲山内一樹のゴールで追いつく粘りを見

せたが、最後は力尽きた。３位決定戦に回り、総理

大臣杯出場を目指すこととなった。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）



大 阪 体 育 大 学

10 川西 翔太
リーグ 10ゴール/2アシスト

選手権 1ゴール/2アシスト

19 山本 大稀
リーグ 3ゴール/1アシスト

8 村田 和哉
リーグ 2ゴール/1アシスト

選手権 1ゴール/2アシスト

16 松澤 憲伸
リーグ 1ゴール/3アシスト

選手権 1ゴール

7 廣岡 太貴
リーグ 1ゴール/1アシスト

選手権 1アシスト

4 濱上 孝次

6 相川 茂樹
リーグ 1ゴール

選手権 1ゴール

1 松本 智広

5 藤春 廣輝
リーグ 2アシスト

選手権 1ゴール/1アシスト

15 園田 健人 2 皆口 裕司

準決勝先発メンバー
※実際のものと違う場合があります。

ゴール/アシスト

２部リーグは第６節終了時点。

関西選手権は決勝トーナメントのみ。



16 辻 智人
リーグ 2ゴール/1アシスト

選手権 3ゴール

17 杉山 和毅
リーグ 2アシスト

選手権 1アシスト

8 荒堀 謙次
リーグ 3ゴール/3アシスト

6 早坂 賢太
リーグ 2アシスト

7 東矢 尚仁
リーグ 4ゴール/3アシスト

選手権 1ゴール/1アシスト

2 林 佳祐 3 安川 有
リーグ 1ゴール

選手権 1アシスト

4 川野 晃生 20 三浦 修
選手権 1アシスト

1 堀之内 義博

11 市川 俊治朗
リーグ 1ゴール

同 志 社 大 学



8 阿部 浩之
リーグ 5ゴール/3アシスト

選手権 1ゴール

9 村井 匠
リーグ 2ゴール

7 梶川 諒太
リーグ 1ゴール/4アシスト

選手権 1ゴール/1アシスト

12 花井 慎吾 31 関 皓平
選手権 2ゴール

15 高松 功一
リーグ 1ゴール

3 津田 真吾
リーグ 1アシスト

42 浦島 彰洋
選手権 1アシスト

20 熊木 翼
リーグ 1ゴール

選手権 1アシスト

13 高橋 宏次郎
リーグ 1アシスト

選手権 1ゴール

22 横江 諒

関 西 学 院 大 学



10 枝本 雄一郎
リーグ 2ゴール

選手権 1ゴール

7 宮本 宗弥
リーグ 5ゴール/1アシスト

70 岡崎 大輔
リーグ 1アシスト

2 近石 哲平
選手権 1ゴール

4 福田 俊太
選手権 1アシスト

5 松原 優吉 3 桂田 光
リーグ 2アシスト

17 大北 啓介
リーグ 1ゴール

選手権 1ゴール/1アシスト

16 小田原 匡
選手権 1アシスト

13 藤本 憲明
リーグ 5アシスト

選手権 3アシスト

12 高石 裕介

近 畿 大 学



関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。

～ 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。

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～



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

ＦＣ会員募集中！

関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！

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

◆関西代表（順不同）◆

大阪体育大学（２年ぶり１６回目）・同志社大学（２年連続１３回目）

３位決定戦勝者（関西学院大学・８年ぶり１０回目 or 近畿大学・２年ぶり４回目）

◆出場決定校◆

東北代表：仙台大学（３年ぶり２６回目）／北信越代表：新潟経営大学（２年ぶり４回目）

東海代表：中京大学（２年ぶり１９回目）／中国代表：環太平洋大学（初出場）

四国代表：高知大学(１０年連続２０回目)

◆その他◆

北海道代表・関東代表：６月６日に決定／九州代表：６月１２日に決定

全１６チーム代用による熱き戦い！

詳細は６月１２日発表予定！！




