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第88回関西学生サッカーリーグ

2010年10月9日(土)・10日(日) 後期 第3節

第2節結果

立命大(22) 0－1 大院大(12)

同 大(25) 1－2 関国大(7)

関西大 (24) 1－0 びわこ大 (15)

阪南大(36) 5－0 甲南大(4)

桃山大(20) 1－2 関学大(21)

近畿大(25) 1－1 大産大(11)

＊（）内は勝点 PHOTO:藤田 望



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

立命館大学ＶＳ大阪学院大学

同志社ＶＳ関西国際大学

立命大 ０－１ 大院大

■10月2日(土) 11:30 KICK OFF

＠山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手◇

立命大 大院大

1 金山 隼樹 41 桑田 祐也

5 前野 貴徳 20 日高 大地

12 小関 教平 113 長友 啓吾

4 藤原 広太朗 6 高橋 周也

6 篠原 翔 40 田中 翔太

26 淵本 翔太(→27 宮本 徹) 63 柿木 亮介

10 内藤 洋平 8 平岡 大毅(→50 久保 卓哉)

13 藤田 浩平(→22 篠永 諒) 5 尾泉 大樹

17 雨森 理亮 80 東 洸大郎(→12 真鍋 裕也)

11 坂本 一輝(→14 村上 巧) 48 大槻 周平

18 伊藤 了 78 中川 祐一(→27 神田 圭介)

◆得点(アシスト)◆

大院大 21分 5 尾泉 大樹

同 大 １－２ 関国大

■10月2日(土) 14:00 KICK OFF

＠山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手◇

同 大 関国大

1 堀之内 義博 41 改森 亮太

2 林 佳祐 5 向 意樹

3 安川 有 3 小西 和樹

12 小堀 誠也 30 表 隆太郎

20 三浦 修 18 本田 拓也(→ 2 岩井 将太)

8 荒堀 謙次 6 梶本 有三

6 早坂 賢太 10 原口 大佑

29 矢野 亮(→55 杉山 健太) 8 洞ヶ瀬 太一(→35 友利 貴一)

17 杉山 和毅(→10 徳丸 敬紘) 7 野村 惇貴(→ 9 中川 宏太郎)

7 東矢 尚仁 11 呉島 竜希

13 松田 純也(→24 佐藤 真哉) 14 蔵田 岬平

◆得点(アシスト)◆

同 大 33分 7 東矢 尚仁

関国大 70分 11 呉島 竜希 ( 6 梶本 有三)

関国大 74分 14 蔵田 岬平 (11 呉島 竜希)

後期リーグ開幕戦、４－３と失点しながらも、得点力でカ

バーし、勝利をつかんだ立命大。対するは、近畿大に０－３

で完敗し、２部降格がチラつく大院大。立命大優勢と見られ

た戦いであったが、そこには思わぬ結果が待っていた。

前半の立ち上がりから、勝負は五分五分。ボールポゼッショ

ンで上回る立命大がサイドから攻撃を仕掛ける。一方、大院

大はカウンターからゴールチャンスを狙う。だがシュート数

自体は互いに少なく、決定的なチャンスをなかなか作り出す

ことはできなかった。そんな試合が動いたのは、前半２１分。

獲得したＦＫをＭＦ⑤尾泉大樹が直接狙う。蹴った瞬間は

「コースが良くない」と思ったＦＫだったが、ボールがＧＫ

の手前で大きくぶれ、そのまま立命大のゴールへ。大院大が

先制点を奪った。

後半に入り、ゲームキャプテン⑥高橋周也を中心に守りを

固める大院大に対し、サイドから攻撃を仕掛ける立命大。だ

が、立命大⑤前野貴徳主将の「サイドのクロス精度が悪かっ

た」という言葉通り、得点へとは結びつかず、そのまま試合

終了。降格争いの中にいる大院大が大きな勝ち点３を手にし

た。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 寺島 琴美＞

開幕戦を５ゴールで快勝し、首位・阪南大を追う２位

の同大。対するは、前節０－８と阪南大相手に惨敗し、

勝ち点４で最下位の関国大。対照的なチーム同士の対戦

にも、立命大－大院大と同じく意外な結末が待っていた。

前半３３分、ＭＦ⑦東矢尚仁がＰＡ内にドリブルで持

ち込み、シュート。同大が先制点を奪い、試合のペース

をつかんだまま前半を折り返す。

そのまま同大のペースで試合が進むかと思われた後半。

「守備を固めてカウンターを狙う」（ＦＷ⑭蔵田岬平）

という関国大の戦術が見事にはまった。後半２５分、カ

ウンターからゴール前に出されたボールをＦＷ⑪呉島竜

希がゴール右隅に流し込み同点に。その４分後には、呉

島からのパスを受けた蔵田が、ＧＫとの１対１を落ち着

いて決め、逆転。このゴールもカウンターから生まれた

ものだった。逆転に成功した関国大が残りの時間を全員

で守り抜き、勝利を勝ち取った。

試合後、「失点はディフェンスだけのせいではない」

と同大・望月慎之監督は厳しい表情を浮かべた。一方、

上位相手に逆転勝利を収めた関国大・草木克洋監督は

「勝ててよかった」と今季リーグ２勝目に安堵の表情。

インカレ出場枠争い、降格争いにし烈さを増す結果となっ

た。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 寺島 琴美＞



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

阪南大学ＶＳ甲南大学

関西大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大 １－０ びわこ大

■10月3日(日) 11:30 KICK OFF ＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

関西大 びわこ大

16 金谷 和幸 37 柴田 大地

2 田中 雄大 3 端山 亮平

3 櫻内 渚 15 但馬 優斗

21 小椋 剛(→34 宮本 将) 6 岡野 雅俊

4 川野 大介 44 山本 泰平

33 海田 圭祐(→18 安藤 大介) 33 竹内 一貴

7 岡崎 建哉 16 濱名 裕介(→43 花房 僚)

20 西山 洋平 23 湯田 逸友

8 藤澤 典隆 12 吉澤 春風(→39 大村 祐介)

36 保手濱 直樹 11 浅津 知大(→36 河村 大毅)

35 瀬里 康和(→26 奥田 勇太) 31 松田 力

◆得点(アシスト)◆

関西大 90＋3分 36 保手濱 直樹

阪南大 ５－０ 甲南大

■10月3日(日) 14:00 KICK OFF ＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

阪南大 甲南大

1 土師 一将 1 織田 秀勝

5 岩本 知幸 15 前山 諒

20 永井 鷹也 22 下野 賢司

33 中田 大輔 27 上月 拓也

3 朴 帝宣 5 原田 健太

6 井手口 正昭 37 下田 尚平

15 窪田 良(→44 長島 一仁) 39 松井 宏祐

30 可児 壮隆(→ 9 中村 雄大) 18 佐藤 正啓(→ 4 綾川 友崇)

14 井上 翔太 6 片岡 大樹(→ 9 田中 大滋)

11 泉澤 仁(→16 阿部 勇治) 7 原 宏樹

10 棚橋 雄介 8 福原 博文

◆得点(アシスト)◆

阪南大 13分 11 泉澤 仁

阪南大 54分 10 棚橋 雄介 (14 井上 翔太)

阪南大 63分 14 井上 翔太 (10 棚橋 雄介)

阪南大 73分 14 井上 翔太 (11 泉澤 仁,30 可児 壮隆)

阪南大 90＋2分 10 棚橋 雄介 (6 井手口 正昭)

関西学生サッカーが初めてキンチョウスタジアムで開催されるこ

とになったが、前日にＪリーグがあったにもかかわらず芝の状態も良

く、選手も応援を間近に感じながらのプレーとなった。

前節、ライバル関学大を圧倒した関西大だが、島岡健太監督は「あ

れは偶然。真価が試されるのは今日」とまだ後期大きく変わったメン

バーで戦うことには慎重。対するびわこ大。望月聡監督は関西大の強

さを認めながらも、「守備から入るが、攻撃を疎かにせず戦いたい」

と勝ち点３をしっかりと見据えていた。

この試合を通して、びわこ大の守りの戦術・集中力はしっかりとし

たものだった。最終ラインは低めに設定。関西大に裏は取らせない。

そして、ハーフ陣も守備になればラインを作って、ＤＦラインの１０

メートルほど前に帰陣する。これでバイタルエリアも潰した。関西大

は、ボールは持ててもチャンスを作れず。中央は突破するスペースが

無く、サイドに運んでクロスを連発するがＦＷにピタリと合うボール

は入らない。びわこ大もワントップ気味のＦＷ31松田力を楔に使うが

シュートには至らず。完全にスコアレスドローの雰囲気だったが、後

半ロスタイムのほぼラストプレーで、関西大ＭＦ⑦岡崎建哉がサイド

から強引にカットインして中央にパスを通す。それに反応したＦＷ36

保手濱直樹が反転してシュートを決める。１７本目のシュートで、関

西大がやっと上位戦線に顔を出して来た。

＜文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ＞

すでに独走状態を築きつつある阪南大。後期初戦も８－０

と爆発。テクニックに優れ、しかも泥臭さも厭わないとなる

と相手は抵抗の術が無い。この試合、甲南大も「出来るだけ、

阪南大陣内で試合を進める」（ＭＦ⑨田中大滋副将）という

プランは持っていた。しかし前半１３分の、阪南大ＦＷ⑪泉

澤仁のボレーシュートで先制されるとプランは狂う。前に出

なければならなくなった甲南大のＤＦラインの裏を、阪南大

が突いて決定機を量産する。ただ前半の決定機は決めきれず、

点差は開かなかった。甲南大にもＰＫで同点にするチャンス

が訪れたが、阪南大ＧＫ①土師一将がセーブする。

後半に入ると、さらに加速する阪南大。守備で拾ったボー

ルを中盤の⑥井手口正昭がリンクマンとして前に繋ぐ。その

ボールに、ＭＦ⑭井上翔太とＭＦ30可児壮隆が絡み、スルー

パスやドリブル突破とアクセントを付ける。仕上げはエース

ストライカーの⑩棚橋雄介。５４分に井上から棚橋につない

で簡単に決めると、６３分には逆のコンビで、井上がＤＦを

かわしてゴールに流し込む。７３分にもカウンターから可児

が起点となって、最後は井上がプッシュして４点目。ロスタ

イムにも棚橋がヘッドで叩き込んで仕上げ。

正直、圧巻としか言いようのない勝ち方で２位をさらに引

き離した。

＜文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ＞



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

桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

近畿大学ＶＳ大阪産業大学

桃山大 １－２ 関学大

■10月3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Ｓ２フィールド

◇出場選手◇

桃山大 関学大

21 圍 謙太朗 22 横江 諒

5 古川 将大 15 高松 功一

4 宮内 豪 3 津田 真吾

28 朴 斗翼 27 井林 章

40 染田 良輔 42 浦島 彰洋

10 小倉 慎太郎(→17 濱中 優俊) 5 桑野 裕士

6 岡田 翔太郎 13 高橋 宏次郎

15 面屋 康生 7 梶川 諒太

38 道上 隼人(→13 葛城 遼) 31 関 皓平(10 渡辺 毅仁)

7 宮澤 龍二(→11 齋藤 達也) 14 松本 圭介

36 中東 優治 19 山内 一樹

◆得点(アシスト)◆

関学大 65分 19 山内 一樹 ( 7 梶川 諒太)

桃山大 84分 36 中東 優治 (11 齋藤 達也)

関学大 90＋2分 42 浦島 彰洋 (10 渡辺 毅仁)

近畿大 １－１ 大産大

■10月3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Ｓ２フィールド

◇出場選手◇

近畿大 大産大

12 高石 裕介 1 朴 寛明

2 近石 哲平 2 渡辺 弘城

5 松原 優吉 5 佐道 哲也

3 桂田 光 34 門 大貴

33 水谷 尚貴(→ 4 福田 俊太) 32 伊東 大志

10 枝本 雄一郎(→13 藤本 憲明) 6 清水 良平

57 松本 聖矢 24 江口 直生(→26 塩川 慎也)

7 宮本 宗弥(→ 8 池 亮磨) 10 橘 章斗

16 小田原 匡 11 西原 周平(→12 川西 誠)

63 北野 雅寛 8 菅田 剛史(→ 15 藤井 大貴)

11 皿谷 圭史郎 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)◆

近畿大 24分 7 宮本 宗弥 (63 北野 雅寛)

大産大 76分 10 橘 章斗

「久しぶりに勝ったという感じです」試合後、こう答えた

のは先制点を挙げた関学大ＦＷ⑲山内一樹。前節は関西大に

１－５と大敗した関学大が、インカレ枠を争う桃山大との接

戦を制した。

均衡した前半をスコアレスで折り返すと、関学大はＧＫが

バックパスを受ける珍しいファウルで、ゴール正面で間接Ｆ

Ｋを与えてしまう。だが、桃山大も壁に当て得点には繋がら

ない。後半２０分、右サイドに張ったＭＦ⑦梶川諒太のパス

をゴール前混戦から最後はＦＷ⑲山内一樹が合わせ、関学大

が待望の先制点を挙げる。だが、桃山大は残り１０分。切り

札ＦＷ⑪齋藤達也を投入すると、一気に流れが変わる。齋藤

はスピードを生かし、ＤＦ２人を置き去りにすると、ペナル

ティエリアへ侵入。最後はＦＷ36中東優治へパスを選択し、

中東が同点ゴールを決める。このまま引き分けかと思われた

ロスタイム。ＭＦ⑥岡田翔太郎が蹴ったＦＫのこぼれ球を関

学大ＭＦ⑩渡辺毅仁が拾うとそのまま敵陣へドリブル突破し、

前線で待っていたＤＦ42浦島彰洋がゴールへ突き刺した。

「もう少し早く交代していれば」と桃山大・松本直也監督は

苦い表情。夏から苦しんでいた関学大が、勝ち点３の喜びを

かみ締めた。

＜文：フリーライター 久住 真穂＞

海風に冷たい雨と悪条件の中、３位の近畿大、１

０位の大産大が対戦。前期では大産大が２－１で近

畿大を下している。

「“前に、前に”というサッカーを意識している」

（ＭＦ⑩枝本雄一郎）という近畿大は、守備は組織

的に、攻撃は個人の創造性を生かした展開を披露。

２４分には中央から右サイドを経由し、最後はゴー

ル前中央に走りこんでいたＭＦ⑦宮本宗弥がインサ

イドで決め、速いパスワークで今年の近畿大を象徴

する先制弾を挙げた。

だが後半、大産大が立ち上がりから攻勢をかける

と、近畿大はＭＦ⑬藤本憲明がドリブルで襲い掛か

るが追加点を奪えない。７６分、大産大は途中交代

のＦＷ⑫川西誠がＰＫを得るとキッカーはＭＦ⑩橘

章斗。ＧＫの逆を突く、地を這うＰＫで同点に追い

つく。ラスト１０分、インカレ、残留それぞれの目

標のため勝ち点３が欲しい両者は激しい当たりでファ

ウルの場面も。だが、互いにセットプレーの好機を

生かしきれず、１－１で試合終了。

試合後、枝本は「勝ちたかった」と悔しさをにじ

ませたが、勝ち点１を得た近畿大は得失点差で同大

を上回り、２位に躍り出た。

＜文：フリーライター 久住 真穂＞





関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。



節 日程 時間 会場

11:30 同大 - 関学大

14:00 阪南大 - 大院大

11:30 びわこ大 - 大産大

14:00 関西大 - 甲南大

11:30 立命大 - 桃山大

14:00 近畿大 - 関国大

11:30 近畿大 - 関西大

14:00 阪南大 - 大産大

11:30 立命大 - 関国大

14:00 同大 - びわこ大

11:30 関学大 - 大院大

14:00 桃山大 - 甲南大

11:30 立命大 - 関西大

14:00 近畿大 - 甲南大

11:30 関学大 - 大産大

14:00 桃山大 - 関国大

11:30 同大 - 大院大

14:00 阪南大 - びわこ大

11:30 桃山大 - 大院大

14:00 阪南大 - 関学大

11:30 立命大 - 甲南大

14:00 同大 - 大産大

11:30 関西大 - 関国大

14:00 近畿大 - びわこ大

11:30 同大 - 近畿大

14:00 阪南大 - 関西大

11:30 関学大 - 関国大
14:00 立命大 - びわこ大

11:30 大院大 - 甲南大

14:00 桃山大 - 大産大

11:30 同大 - 立命大

14:00 阪南大 - 桃山大

11:30 関西大 - 大院大

14:00 近畿大 - 関学大

11:30 大産大 - 甲南大

14:00 びわこ大 - 関国大

11:30 同大 - 関西大

14:00 阪南大 - 立命大

11:30 大産大 - 関国大

14:00 びわこ大 - 大院大

11:30 関学大 - 甲南大

14:00 近畿大 - 桃山大

11:30 大院大 - 関国大

14:00 びわこ大 - 甲南大

11:30 関西大 - 大産大

14:00 阪南大 - 近畿大

11:30 立命大 - 関学大

14:00 同大 - 桃山大

11:30 関学大 - びわこ大

14:00 桃山大 - 関西大

11:30 甲南大 - 関国大

14:00 大産大 - 大院大

11:30 近畿大 - 立命大

14:00 阪南大 - 同大

終了後

※長居ｽﾀｼﾞｱﾑ・堺・西京極補助会場は都合により無料開催。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

11

11月27日（土）

長居第２

高槻萩谷

11月28日（日） 長居第２

閉会式

10

11月20日（土）　 高槻総合

11月21日（日）

高槻萩谷

長居第２

9

11月13日（土）

堺ＳＮＴＣ

西京極補助

11月14日（日）　 堺ＳＮＴＣ

8 11月7日（日）

キンチョウ

堺ＳＮＴＣ

加古川

7 11月3日（水・祝）

長居ｽﾀｼﾞｱﾑ

太陽が丘
陸上

堺ＳＮＴＣ

6 10月30日（土）

キンチョウ

西京極
メイン

堺ＳＮＴＣ

5

10月23日（土） 堺ＳＮＴＣ

10月24日（日）

キンチョウ

堺ＳＮＴＣ

4 10月17日（日）

長居第２

太陽が丘
陸上

堺ＳＮＴＣ

3

10月9日（土）

堺ＳＮＴＣ

堺ＳＮＴＣ
（Ｓ２）

10月10日（日） 堺ＳＮＴＣ

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ（後期）日程表 

対戦

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9日 (土 )＠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

《第１試合》11:30 KICK OFF 同志社ＶＳ関西学院大学

前節まさかの敗北で３位へと順位を下げた同大。望月慎之監督は「後期の山場なので負けら

れない」と闘志を燃やす。前節、先制弾を決めた関学大ＦＷ⑲山内一樹は「前線は役割がはっ

きりしている。ただ、もっと積極的にプレーしたい」と意気込む。

《第２試合》14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大の須佐徹太郎監督は、「試合の中でペースが落ちる時があるので、もっと安定させる

必要がある」と引き締めにかかる。「気持ちだけは負けないように」と大院大の藤原義三監

督。前節の勝利の勢いに乗れるか。

■10月9日 (土 )＠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 びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

びわこ大の望月聡監督は、「守備のメドは立った。攻撃に転じた時に、いかに厚みを作れる

か」と勝ち点３を得るための条件をあげた。大産大は「１つの戦い方は確立された」と櫛引

実監督。課題は「ドリブル、センタリング」。試合では相手を脅かしているだけに、勝ち点

３がほしい。

《第２試合》14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ甲南大学

関西大の島岡健太監督は、「ボールの無いところでの動きの質」を攻撃の課題として挙げる。

甲南大の⑨田中大滋副将は「関西大の攻撃をどこで潰すかを明確にしたい」と対策を語った。

■10月10日 (日)＠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

《第１試合》11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ桃山学院大学

立命大ＤＦ⑤前野貴徳主将は「もう取りこぼせない。何がなんでも勝ち点３を取りに行く」

と厳しい口調。勝ち点３を手にすることができるか。桃山大の松本直也監督は「攻撃陣は良

い形があるが、ＤＦラインは夏やってきたメンバーと違う。後ろをしっかり立て直したい」

と守備を意識。

《第２試合》14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ関西国際大学

２位に順位を上げた近畿大のＭＦ⑩枝本雄一郎は「うちにも勢いは出てきたけれど、落ち着

いてなおかつ大胆に」と前節、勝利した関国大を意識。今季リーグ２勝目を挙げ、勝ち点を

伸ばした関国大。ＦＷ⑭蔵田岬平は「次もゴールを決めて、勝利に貢献できれば」と意気込

む。
◆コメント取材◆

阪南大・関西大・びわこ大・甲南大（サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

近畿大・桃山大・関学大・大産大（フリーライター 久住 真穂）

同大・立命大・大院大・関国大（ＵＮＮ関西学生報道連盟 寺島 琴美）

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3節みどころ




