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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月2日(土)・3日(日) 後期 第2節

第1節結果

関西大(21) 5－1 関学大(18)

桃山大(20) 1－1 びわこ大(15)

立命大(22) 4－3 大産大(10)

同 大(25) 5－0 甲南大(4)

近畿大(24) 3－0 大院大(9)

阪南大(33) 8－0 関国大(4)

＊（）内は勝点
PHOTO:UNN関西学生報道連盟



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年9月25日(土) 後期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学VS関西学院大学

桃山学院大学VSびわこ成蹊スポーツ大学

関西大 ５－１ 関学大

■9月25日(土) 11:30 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◇
関西大 関学大

16 金谷 和幸 22 横江 諒

2 田中 雄大 15 高松 功一

3 櫻内 渚 25 沓掛 勇太

21 小椋 剛 27 井林 章

4 川野 大介 42 浦島 彰洋(→10 渡辺 毅仁)

33 海田 佳祐(→18 安藤 大介) 13 高橋 宏次郎

7 岡崎 建哉(→ 6 田中 裕人) 5 桑野 裕士

20 西山 洋平 7 梶川 諒太(→11 桑原 理介)

8 藤澤 典隆(→ 9 奥田 祐士) 14 松本 圭介(→20 熊木 翼)

36 保手濱 直樹 9 村井 匠

35 瀬里 康和 19 山内 一樹

◆得点(アシスト)◆
関学大 6分 14 松本 圭介 ( 9 村井 匠,22 横江 諒)

関西大 25分 36 保手濱 直樹 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 39分 36 保手濱 直樹 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 67分 35 瀬里 康和 ( 4 川野 大介)

関西大 81分 35 瀬里 康和 (18 安藤 大介)

関西大 83分 35 瀬里 康和 (18 安藤 大介)

桃山大 １－１ びわこ大

■9月25日(土) 14:00 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◇

桃山大 びわこ大

21 圍 謙太朗 37 柴田 大地

39 谷尾 一樹 3 端山 亮平

4 宮内 豪 15 但馬 優斗

37 谷口 功 6 岡野 雅俊

5 古川 将大 44 山本 泰平

17 濱中 優俊 33 竹内 一貴

6 岡田 翔太郎 23 湯田 逸友

15 面家 康生(→18 須ノ又 諭) 16 濱名 裕介

38 道上 隼人 12 吉澤 春風

7 宮澤 龍二(→36 中東 優治) 11 浅津 知大(→43 花房 僚)

13 葛城 遼(→11 齋藤 達也) 31 松田 力

◆得点(アシスト)◆

びわこ大 50分 33 竹内 一貴(12 吉澤 春風)

桃山大 74分 11 齋藤 達也

第１節から実現した関関戦。前期リーグではお互い譲

らず引き分けに終わったが、今回は思わぬ差がつく結果

となった。

関西大はエース⑰金園英学が欠場。今季初スタメンの

二人のＦＷがその穴を埋めて見せた。まず魅せたのはＦ

Ｗ36保手濱直樹。１点ビハインドの２５分、ミドルシュー

トを沈める。さらに３９分にもゴールを決め、スタメン

起用に答えた。２トップを組んだＦＷ35瀬里康和も負け

てはいない。「いつも通りやったら点は取れると思って

た」との言葉通り、６７分、８１分にヘディングでゴー

ルを決めると、８３分にもハットトリックとなるゴール。

「常に出る準備はしてきた」とその実力を示した。後期

リーグ、巻き返しを図りたい関西大にとって心強い戦力

となりそうだ。

一方の関学大。ＦＷ⑨村井匠が「立ち上がりはいい流

れだった」というように、ＭＦ⑭松本圭介の見事なシュー

トで先制。しかし、その後は関西大の反撃を抑えきれず。

後半は防戦一方となり、シュートも１本しか打てず。松

本も「先制した後、残りどう戦うかはっきりしてなかっ

た」と嘆いた。意思統一が明確でないすきを関西大につ

かれ、手痛い一敗を喫した。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西直登＞

後半に試合が動き、引き分けに終わったこのカードだ

が、その意味は両チームにとっては違うものであったよ

うだ。

桃山大のＭＦ⑧岡田翔太郎主将は渋い表情。「びわこ

には前期勝ってた。入り方が難しいかなと思っていたが」

と唇をかんだ。後半の早い時間に先制を許す苦しい展開。

さらに６７分には退場者を出し、ＰＫを与えてしまう。

しかし、そのＰＫは外れ難を逃れた。逆に７４分にＰＫ

を得るとＦＷ⑪齋藤達也が落ち着いて決めて引き分けに

持ち込んだ。「ボールが収まらなくて自分たちの攻撃に

つなげられなかった」と岡田。攻撃面で課題が残る一戦

となったようだ。

対するびわこ大の望月聡監督は「（桃山大とは）力の

差があったが、守備の意識を高くして選手たちはうまく

やってくれた」と表情は比較的明るかった。前線を含め

た全員守備で桃山大のペースを乱し、徐々にリズムをつ

かんだ。５０分にＭＦ33竹内一貴のゴールで先制。その

後追いつかれ、引き分けに終わった。ＰＫを外してしま

い、さらには退場者を出して一人減った桃山大を攻めき

れず、「勝ちきれないのは課題」と望月監督。開幕戦の

手ごたえを口にしながらも次節への反省も忘れなかった。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西直登＞



第88回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年9月26日(日) 後期 第1節

同志社大学VS甲南大学

立命館大学VS大阪産業大学

立命大 ４－３ 大産大

■9月26日(日) 11:30 KICK OFF
＠山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手◇
立命大 大産大
1 金山 隼樹 1 朴 寛明
5 前野 貴徳 32 伊東 大志
12 小関 教平 5 佐道 哲也
4 藤原 広太朗 22 小川 翼
6 篠原 翔 2 渡辺 弘城
26 淵本 翔太 24 江口 直生
10 内藤 洋平(→27 宮本 徹) 4 浦川 祐基(→26 塩川 慎也)
13 藤田 浩平 10 橘 章斗
17 雨森 理亮(→38 戸高 弘貴) 7 宮本 健二(→15 藤井 大貴)
11 坂本 一輝(→22 篠永 諒) 11 西原 周平(→12 川西 誠)
18 伊藤 了 9 鍔田 有馬

◇得点(アシスト)◇
立命大 16分 18 伊藤 了 (13 藤田 浩平)

立命大 20分 5 前野 貴徳

立命大 35分 18 伊藤 了 ( 5 前野 貴徳)

大産大 62分 10 橘 章斗 (11 西原 周平)

立命大 84分 27 宮本 徹 (18 伊藤 了)

大産大 87分 10 橘 章斗

大産大 90分 15 藤井 大貴

同 大 ５－０ 甲南大

■9月26日(日) 14:00 KICK OFF

＠山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手◇

同 大 甲南大

1 堀之内 義博 1 織田 秀勝

2 林 佳祐 15 前山 諒

3 安川 有 27 上月 拓也

4 川野 晃生 22 下野 賢司

20 三浦 修 5 原田 健太

8 荒堀 謙次 9 田中 大滋(→37 下田 尚平)

6 早坂 賢太 8 福原 博文

17 杉山 和毅 10 立川 雄大(→18 佐藤 正啓)

10 徳丸 敬紘(→ 7 東矢 尚仁) 6 片岡 大樹

11 市川 俊治朗(→14 原 慎一) 23 原田 辰冶(→ 4 綾川 友崇)

13 松田 純也(→ 9 角島 康介) 7 原 宏樹

◆得点(アシスト)◆

同 大 22分 10 徳丸 敬紘

同 大 30分 11 市川 俊治朗 (20 三浦 修, 8 荒堀 謙次)

同 大 38分 17 杉山 和毅 ( 2 林 佳祐)

同 大 64分 9 角島 康介 (17 杉山 和毅, 8 荒堀 謙次)

同 大 90＋1分 7 東矢 尚仁 ( 8 荒堀 謙次)

インカレ出場枠のし烈な争いの中にいる立命大。対する大

産大は入替戦も見える位置。両者の戦いはＪ内定の主軸が活

躍を見せる激戦となった。

前半は立命大が主導権を握る。１６分、ＦＷ⑱伊藤了がＤ

Ｆラインを抜けたＧＫの足元を抜ける先制弾。さらに４分後、

主将・ＤＦ⑤前野貴徳（愛媛ＦＣ内定）が得意の左足で、直

接ＦＫを決めた。「夏から３人目の動き出しを徹底した」

（前野）とサイドのＭＦ⑰雨森理亮が積極的に中へ切り込み、

ＦＷ陣との絶妙な連携プレーで相手を翻弄。伊藤が２点目を

挙げ、大産大をかき乱した。

後半に入ると、大産大は両翼にスピードある２人を投入し、

ＭＦ⑩橘章斗（清水エスパルス内定）を中へ。勝負に出た。

狙い通り橘からサイドへボールが配給され、立ち上がりから

流れを掴む。６２分には橘が技ありのヘッドで魅せると、立

命大も途中交代で入ったＦＷ27宮本徹が決め、４－１と引き

離す。だが、試合終了間際、大産大はＰＫを決めると、さら

にＧＫの不意を突くＭＦ⑮藤井大貴のゴールで１点差まで追

い詰めたが一歩及ばず試合終了。互いに守備へ課題を残した

が、立命大が乱打戦を制し、勝ち点３を死守した。

＜文：フリーライター 久住真穂＞

関西選手権優勝、リーグ２位と前期から結果を残

してきた同大と、前期第２節以降、勝利が遠い甲南

大の対戦。同大が５－０と圧倒的な力の差を見せ、

大勝を収めた。

５ゴール中、得点者５人。まずは、ＭＦ⑩徳丸敬

紘が鋭いシュートで先制点をゴールへ突き刺した。

その後も、後方からのサイド突破や、２トップの動

き出しで敵を圧倒。カーブのかかったゴールを決め

たＭＦ⑦東矢尚仁などの個人技もあり、観客を魅了

した。守備面では、失点の多さを懸念していた同大

だが、相手に助けられた部分もあり無失点。攻守に

渡り層の厚さを見せ付け、快調な滑り出しを切った。

前半で３失点した甲南大は、ＤＦ④綾川友崇を投

入すると、ＣＢからＦＷへコンバート。当たり強い

体、高さを武器に、前線で基点を作った。エースの

戦線離脱から得点力不足に悩んでいた甲南大に明る

い材料となったが、同大の速い寄せに効果的な攻撃

を仕掛けることが出来ない。あと一歩判断が早けれ

ばと悔やまれる場面も。だが、「これが上位との技

術の差」（潮田晴司監督）。ゴール前での１対１の

場面も外すなど、絶好の機会をモノにできなかった。

＜文：フリーライター 久住真穂＞



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年9月26日(日) 後期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

近畿大学VS大阪学院大学

阪南大学VS関西国際大学

近畿大 ３－０ 大院大

■9月26日(日) 11:30 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◇

近畿大 大院大

12 高石裕介 21 太田岳志

2 近石哲平 20 日髙大地

5 松原優吉 113 長友啓吾

3 桂田光 3 平川慶基

33 水谷尚貴 14 小湊貴裕

10 枝本雄一郎(→13 藤本憲明) 12 真鍋裕也(→63 柿木亮介)

57 松本聖矢 8 平岡大毅(→80 東洸太郎)

7 宮本宗弥 5 尾泉大樹

16 小田原匡(→62 芝俊明) 6 高橋周也

63 北野雅寛(→29 田中福彦) 48 大槻周平

11 皿谷圭史郎 10 四ヶ浦寛康(→9 小野真国)

◆得点(アシスト)◆

近畿大 28分 63 北野 雅寛

近畿大 50分 10 枝本 雄一郎 ( 7 宮本 宗弥)

近畿大 90＋6分 13 藤本 憲明

阪南大 ８－０ 関国大
■9月26日(日) 14:00 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◇
阪南大 関国大
1 土師 一将 41 改森 亮太
5 岩本 知幸 3 小西 和樹
20 永井 鷹也 18 本田 拓也
33 中田 大輔 4 増本 賢一(→ 2 岩井 将太)
3 朴 帝宣 5 向 意樹(→35 友利 貴一)
6 井手口 正昭 30 表 隆太郎
15 窪田 良 10 原口 大佑
30 可児 壮隆(→18 村山 拓哉) 16 川北 竜司(→ 6 梶本 有三)
14 井上 翔太 7 野村 惇貴
11 泉澤 仁(→34 本多 勇喜) 11 呉島 竜希
10 棚橋 雄介(→ 9 中村 雄大) 14 蔵田 岬平

◆得点(アシスト)◆
阪南大 18分 30 可児 壮隆 (14 井上 翔太)

阪南大 37分 14 井上 翔太 (11 泉澤 仁,15 窪田 良)

阪南大 44分 11 泉澤 仁

阪南大 58分 10 棚橋 雄介 ( 6 井手口 正昭)

阪南大 69分 11 泉澤 仁

阪南大 82分 6 井手口 正昭

阪南大 85分 10 棚橋 雄介 (18 村山 拓哉)

阪南大 90分 9 中村 雄大 ( 5 岩本 知幸, 3 朴 帝宣)

昇格組ながら前期３位と大健闘の近畿大と、４年計画

の３年目ながら不本意にも１０位に甘んじた大院大の対

戦。序盤は五分の展開が続くが、近大が徐々に運動量で

優りペースを握る。そして２８分、ＭＦ⑩枝本雄一郎が

ゴールラインまで切り込み折り返すと、大院大ＤＦはク

リアし切れず、こぼれを今季初スタメンのＦＷ63北野雅

寛が蹴り込み、近畿大が先制する。その後は、一進一退

の展開となるが、４０分を過ぎて大院大がＭＦ⑥高橋周

也のシュート、ＭＦ⑤尾泉大樹の質の高いクロスで攻め

込むものの１－０のまま前半は終わる。

後半、立ち上がりを制したのも近畿大。５０分、ＭＦ

⑦宮本宗弥の左サイドからのクロスを枝本がしっかりと

決め、リードは２点に。得点が欲しい大院大は投入した

１年生ＭＦ63柿木亮介が早速シュートを放つなど攻勢を

強めるが、近畿大のリーグ最少失点（９）は伊達ではな

い。松井コーチの細かい指示を受けて全員で築く守備ブ

ロックは大院大の攻撃を単発に終わらせ、カウンターへ

とつなげていく。７０分を過ぎ、大院大はＦＷ48大槻周

平、ＭＦ80東洸太郎と惜しいシュートが続くが決まらず、

ＧＫ21太田岳志が一発退場でＰＫを決められ３－０。後

期の近畿大にも要注目だ。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

独走する首位・阪南大に挑むのは、前期１勝１分

９敗と１部との「差」を思い知った関国大。試合は

関国大ＭＦ⑪呉島竜希の高速ドリブルからのシュー

トで始まる。その後もシンプルなつなぎで攻める関

国大。だが「１点目がすべて」とは関国大・草木克

洋監督の言葉だが、しっかりブロックを作り守って

いた関国大に出た１８分のミスを阪南大は見逃さず、

ＭＦ30可児壮隆が決めて１－０。リードされた関国

大は次第に腰が引けたかのようにミスを多発し阪南

大の一方的な展開となる。３７分にＭＦ⑭井上翔太

が今季１０得点目、４４分にもＦＷ⑪泉澤仁が決め

前半は３－０。

後半、攻撃の手を緩めない阪南大に関国大ＧＫ41

改森亮太がファインセーブ連発で立ちはだかる。そ

して５４分、⑭蔵田岬平の鋭いＦＫは阪南大ＧＫ①

土師一将に防がれ、続くチャンスにはシュートミス。

冷や汗をかいた阪南大は５８分にＭＦ⑥井手口正昭

のパスをＦＷ⑩棚橋雄介が決めると、あとは泉澤と

棚橋が自身２ゴール目を競演、井手口のＰＫ、そし

てＦＷ⑨中村雄大が８点目を決めてゴールショーの

幕は下りた。関国大にまず求めたいのは「つまらな

いミス」（草木監督）を減らすこと。巻き返しに期

待したい。

（文：サッカーライター 貞永晃二）





関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。



関西学生サッカーファンクラブ

会場企画！！
★試合の勝敗を予想してプレゼントをゲットしよう！
勝敗予想用紙はゲートに準備しています！！

★大好きな選手にメッセージを書いてサイン入り公式試合球を
ゲットしよう！！

メッセージ用紙はゲート付近に準備しています！！

★チケットの半券を7枚集めてグッズをゲットしよう！

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～

1部リーグは有料開催
～前売券はゲートにて絶賛発売中～

～大人800円 中高生300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

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！

～ 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掲示し、試合前やハーフタイムには放送します。

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。



■10月 2日(土 )山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

《第1試合》11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ大阪学院大学
４位の立命大は後期初戦を３失点と課題を残し、ＤＦ⑤前野貴徳主将も「守備をど

う立て直すか考えないと」と厳しい表情。無失点で勝利をものにしたい。大院大の⑤

尾泉大樹は「立命とはいい勝負ができているけど、一発でやられている。とりあえず

失点ゼロで、どんな形でも１点をとってあとは守るという感じで」と意気込む。
《第2試合》14:00 KICK OFF 同志社大学ＶＳ関西国際大学

大量得点で２位をキープしている好調の同大。「（好スタートなだけに）波を作ら

ないよう引き締めたい」と⑨角島康介主将。連勝なるか。関国大の草木克洋監督は、
「守って蹴ってという戦いはしない。攻撃の３人を活かしたい。勇気を持って戦いた

い」と２位の同大に闘志を燃やす。

■10月 3日(日 )キンチョウスタジアム

《第1試合》11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
関西大の⑧藤澤典隆は「次も自分たちのサッカーをする。そうすれば勢いに乗れる」

と連勝へ意気込む。びわこ大の望月聡監督は「しっかり守備をしてリズムをつかみた

い」と一言。勝利がほしいところだ。

《第2試合》14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ甲南大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「（甲南大戦に）細野が使えるかどうか。ボランチ２人

の距離感の修正が必要」と快勝スタートにも油断はない。一方「上位チームとは被シュー

ト、シュートの差が大きい」と課題を挙げた甲南大の潮田晴司監督。首位・阪南大か
らゴールを奪いたい。

■10月 3日(日 )堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターＳ２フィールド

《第1試合》11:30 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

桃山大のＭＦ⑥岡田翔太郎主将は「（自分たちより）下位のチームには負けられな
い」と強気だ。関学大のＭＦ⑭松本圭介は「インカレに向けて、一戦も無駄にできな

い」と危機感を募らせる。

《第2試合》14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ大阪産業大学
近畿大・田中幸雄監督は「大産大にも前期から続けているしっかり守って、動いて

動いてというサッカーをやるだけ」と前節。一方、立命大戦の惜敗にも「３点獲れて

やれるという自信はついた」と大産大の櫛引実監督。今節こそは勝ち点がほしい。

◆コメント取材◆

阪南大・近畿大・大院大・関国大（サッカーライター 貞永 晃二）

同 大・立命大・大産大・甲南大（フリーライター 久住 真穂）

桃山大・関西大・関学大・びわこ大（ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

2010年12月12日
関西大学千里山キ

ャンパス内にて！

リーグ最終日、新たな歴史の瞬間を見たあとは・・・

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ
第2節みどころ




