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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月17日(日) 後期 第4節

第3節結果

同 大(25) 0－1 関学大(24)

阪南大(39) 2－0 大院大(12)

びわこ大(16) 4－4 大産大(12)

関西大(27) 4－1 甲南大(4)

立命大(22) 0－5 桃山大(23)

近畿大(28) 1－0 関国大(7)

＊（）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9日(土) 後期 第3節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ関西学院大学

阪南大学ＶＳ大阪学院大学

同 大 ０－１ 関学大

■10月9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◇

同大 関学大

1 堀之内 義博 22 横江 諒

2 林 佳祐 15 高松 功一

3 安川 有 3 津田 真吾

4 川野 晃生 27 井林 章

20 三浦 修 42 浦島 彰洋

6 早坂 賢太 5 桑野 裕士

10 徳丸 敬紘(→80 山崎 裕平) 13 高橋 宏次郎

17 杉山 和毅(→ 8 荒堀 謙次) 7 梶川 諒太

7 東矢 尚仁 31 関 皓平(→10 渡辺 毅仁)

13 松田 純也 14 松本 圭介(→ 9 村井 匠)

11 市川 俊治朗(→16 辻 智人) 19 山内 一樹

◆得点(アシスト)◆

関学大 73分 7 梶川 諒太 (10 渡辺 毅仁)

阪南大 ２－０ 大院大

■10月9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◇

阪南大 大院大

1 土師 一将 41 桑田 祐也

5 岩本 知幸 20 日髙 大地

20 永井 鷹也 113 長友 啓吾

33 中田 大輔 6 高橋 周也

3 朴 帝宣 17 辻井 勇人

6 井手口 正昭 63 柿木 亮介

15 窪田 良(→44 長島 一仁) 8 平岡 大毅(→102 大藪 晋平)

30 可児 壮隆(→18 村山 拓哉) 5 尾泉 大樹

14 井上 翔太 80 東 洸太郎(→ 10 四ヶ浦 寛康)

11 泉澤 仁(→ 9 中村 雄大) 48 大槻 周平

10 棚橋 雄介 78 中川 祐一(→ 27 神田 圭介)

◆得点(アシスト)◆

阪南大 82分 10 棚橋 雄介 (18 村山 拓哉)

阪南大 84分 9 中村 雄大

連敗は避けたい同大と連勝を果たし、上位進出に絡みたい

関学大との一戦。

雨で両チームとも苦しむ中、関学大の⑩MF渡辺毅仁主将は

冷静だった。途中出場で「自分が何ができるか考えながら入っ

た」と渡辺。７３分、相手の一瞬の隙を突き、左サイドの⑦

ＭＦ梶川諒太へロングパス。ディフェンスラインの裏へ抜け

出し、フリーでボールを受けると「あとは決めるだけだった」

（梶川）。落ち着いて流し込んで決勝点。ボールポゼッショ

ンでは同大に上回れたが、チャンスは逃さず、効果的に得点

を挙げた。連勝に加え、後期リーグ初の無失点。渡辺も「失

点０を目指した。それが結果として現れたのはでかい」と満

足げだった。順位を５位に上げ、昨年の王者が波に乗ってき

た。

一方の同大。連敗を喫し、４位に後退した。内容では関学

大を押してはいたが、決定力を欠いた。関学大を上回る１１

本のシュートを放ったが、ゴールにつながらず。「ポゼッショ

ンの時間が長い中で点取れれば」とゲームキャプテンの④Ｄ

Ｆ川野晃生も嘆く。攻めあぐねているうちにディフェンスが

踏ん張りきれず、失点。「パスミスからカウンターで勝負を

決められてしまった」と川野も肩を落とした。

＜文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登＞

独走を続ける首位・阪南大と、前節勝利を挙げ、連勝を狙

う大院大が激突。阪南大が底力を見せつけた。

試合開始早々訪れたＰＫのチャンスを外してしまった阪南

大。ＭＦ⑥井出口正昭の「流れが悪くなるかなと思っていた」

との言葉通り、終盤まで無得点。それでも阪南大は落ち着い

ていた。大院大のカウンターを守備陣が跳ね返し続け、じっ

とチャンスを待つ。実を結んだのは８２分。右サイドＭＦ⑱

村山拓哉のクロスを中央で待ち構えていたＦＷ⑩棚橋雄介が

確実に決めた。８４分には間髪入れずにＦＷ⑨中村雄大が追

加点。畳み掛ける攻撃で突き放した。自力の差を見せつけた

阪南大が確実に勝利を挙げ、さらに勝ち点を伸ばした。

大院大は競り合ったが、及ばなかった。藤原義三監督は

「後半は足が止まってしまった」と肩を落とした。守備を固

め、カウンターを狙った大院大。しかし、阪南大の堅い守り

を崩せず、最後は力尽きた。前半、相手のＰＫを防ぎ、「流

れを持っていけるかどうかだった」と藤原監督。チャンスが

無かったわけではないが、得点にはつながらなかった。ただ、

「守りに関してやろうとしていることはできている」。敗れ

はしたものの、手ごたえも感じているようだ。

＜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10月9日(土) 後期 第3節

関西大学ＶＳ甲南大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

びわこ大 ４－４ 大産大
■10月9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Ｓ２フィールド

◇出場選手◇
びわこ大 大産大
37 柴田 大地 1 朴 寛明
3 端山 亮平 34 門 大貴
15 但馬 優斗 5 佐道 哲也
6 岡野 雅俊 32 伊東 大志
44 山本 泰平 2 渡辺 弘城
33 竹内 一貴(→19 藤本 義人) 6 清水 良平
16 濱名 裕介 10 橘 章斗
23 湯田 逸友 8 菅田 剛史(→26 塩川 慎也)
12 吉澤 春風(→36 河村 大毅) 7 宮本 健二(→15 藤井 大貴)
11 浅津 知大 11 西原 周平(→12 川西 誠)
31 松田 力 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)◆
大産大 21分 5 佐道 哲也 (10 橘 章斗)

びわこ大 23分 31 松田 力 (23 湯田 逸友)

びわこ大 45＋1分 31 松田 力(23 湯田 逸友)

びわこ大 61分 31 松田 力(11 浅津 知大)

大産大 70分 10 橘 章斗
びわこ大 80分 31 松田 力 (33 竹内 一貴)
大産大 81分 12 川西 誠 ( 9 鍔田 有馬)
大産大 85分 12 川西 誠 ( 9 鍔田 有馬)

関西大 ４－１ 甲南大

■10月9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Ｓ２フィールド

◇出場選手◇

関西大 甲南大

16 金谷 和幸 1 織田 秀勝

2 田中 雄大 15 前山 諒

34 宮本 将(→12 前田 晃一) 22 下野 賢司

3 櫻内 渚 27 上月 拓也

4 川野 大介 5 原田 健太

8 藤澤 典隆 37 下田 尚平

20 西山 洋平 39 松井 宏祐

7 岡崎 建哉 8 福原 博文(→18 佐藤 正啓)

18 安藤 大介(→ 9 奥田 祐士) 6 片岡 大樹(→ 9 田中 大滋)

36 保手濱 直樹 7 原 宏樹

35 瀬里 康和(→41 西田 直人) 11 原田 昂志(→25 渡辺 研二)

◆得点(アシスト)◆

関西大 34分 35 瀬里 康和

関西大 67分 35 瀬里 康和 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 75分 8 藤澤 典隆 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 81分 36 保手濱 直樹 (35 瀬里 康和)

甲南大 87分 7 原 宏樹

雨に加えて、強い風も吹き、難しいコンディションになっ

た試合。試合前、大産大の櫛引実監督、びわこ大の望月聡監

督ともに、「ある程度シンプルなサッカーになるのでは」と

語っていた。実際、セットプレーが試合を動かした。２１分

に、大産大がＭＦ⑩橘章斗のＦＫにＤＦ⑤佐道哲也が頭で合

わせて先制。しかしわずか２分後、同じようなパターンでび

わこ大が追い付く。ＭＦ23湯田逸友のＦＫに、頭で合わせた

のはＦＷ31松田力。これが乱戦の幕開け。９０分間、両者が

撃ち合う形になった。ロスタイムにまたもびわこ大が、湯田

のＦＫを松田が頭ですらしてゴール。逆転に成功。

後半も勢いの衰えないびわこ大は、今度は、パス交換で大

産大を切り裂き、６１分、最後はまたしても松田。電光石火

のハットトリックで点差を広げる。大産大も、７０分にエー

ス橘がこぼれ蹴り込み意地を見せるが、８０分には、なんと

松田が４点目。正直、これで勝負があったかと思えた。しか

し、大産大は、ここからシンプルなサッカーで猛追。長身Ｆ

Ｗ⑨鍔田有馬にボールを集め、そこからスクランブル状態を

起こす。その結果、鍔田のアシストから、途中出場ＦＷ⑫川

西誠が、８１分、８５分と立て続けにシュートを捻じ込んだ。

逆転のチャンスさえあったが、シュートはポストに。

雨中の激戦は、勝ち点１を分け合った。

＜文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ＞

前節の関西大は、パスは繋がるものの、シュートになかな

か持ち込めず苦戦した。そしてその悪い流れは、この試合の

序盤も続いた。確かに、悪条件の滑りやすいピッチで、見事

にパスが繋がってゆく。ただ、そのパスで甲南大を崩してい

るというより、回しているだけの感が強かった。実際、前半

のシュート数は少ない。この閉塞感を打ち破ったのが、ＦＷ3

5瀬里康和。「ゴールが見えたら強引にでもシュートを打ちま

す」の言葉通り、３４分、ゴール前の大混戦から強引に叩き

込んだ。この１点が関西大を楽にし、甲南大を「コンパクト

な守りが崩れた」（⑩立川雄大主将）状態に持ち込んだ。

後半の関西大のパス回しは、ラストパスが完全に崩したも

のになっており、決定機を多く作った。６７分に、ＭＦ⑦岡

崎建哉のパスを受けた瀬里はフリーで冷静にコースを突いた。

７５分はさらに綺麗なパス回しで、岡崎から、最後は完全に

フリーのＭＦ⑧藤澤典隆。ここも冷静にサイドネットを揺す

る。仕上げは、瀬里のシュートをＦＷ36保手濱直樹が叩き込

んで４－０。甲南大も意地を見せて、８７分にＦＷ⑦原宏樹

がＰＫを決めたが時既に遅し。関西大が混戦の２位争いの主

役に躍り出る勢いを感じさせる１勝をあげた。

＜文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ＞



近畿大 １－０ 関国大

■10月10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◇

近畿大 関国大

12 高石裕介 41 改森亮太

2 近石哲平 5 向意樹

4 福田俊太 18 本田拓也

5 松原優吉 3 小西和樹

8 池亮磨 30 表隆太郎

57 松本聖矢 8 洞ヶ瀬太一(→9 中川宏太郎)

62 芝俊明 6 梶本有三

7 宮本宗弥(→27 山脇揚平) 10 原口大佑

13 藤本憲明 7 野村惇貴(→35 友利貴一)

63 北野雅寛(→30 村上図夢) 11 呉島竜希

11 皿谷圭史郎(→29 田中福彦) 14 蔵田岬平

◆得点(アシスト)◆

近畿大 54分 2 近石 哲平 ( 8 池 亮磨)

前節、２位同大をカウンター２発で沈め、嬉しい今季２勝

目を挙げた関国大と、大産大と分けて連勝が５で止まったも

のの、２位に浮上した近畿大の対戦。

小雨の中始まった試合は、雨脚が強まったり、強風が吹い

たり、時折強い日差しが射しこんだりと選手にはやや集中し

にくいコンディションとなった。

試合は近畿大のロングボールを効果的に使う攻めを、関国

大が粘り強くはね返し、前半はともにチャンスの少ない４５

分となった。

後半、関国大はＭＦ⑩原口大佑の惜しいシュートが近畿大

ＧＫ⑫高石裕介に防がれる。直後の５４分、近畿大のＦＫ。

この日右ＳＢに入った⑧池亮磨の早いカーブボールをＣＢ②

近石哲平がヘッドで合わせ先制する。追う関国大は５９分、

ＣＫからＣＢ⑱本田拓也が巧みにヘッドで角度を変えるとク

ロスバーをヒット！近畿大も前線で頑張るＦＷ63北野雅寛の

クロスをＦＷ⑪皿谷圭史郎が叩くが、関国大ＧＫ41改森亮太

がスーパーセーブ。今度は関国大ＭＦ35友利貴一の至近距離

からのシュートをＧＫ高石が防ぐなど、両ＧＫのプレーで試

合は引き締まった。終盤、関国大の追撃をかわし辛うじて勝

利した近畿大だが、単調な攻撃は今後に不安を残すものとなっ

た。

＜文：サッカーライター 貞永 晃二＞

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

立命館大学ＶＳ桃山学院大学

近畿大学ＶＳ関西国際大学

立命大 ０－５ 桃山大

■10月10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◇
立命大 桃山大

1 金山 隼樹 21 圍 謙太郎

5 前野 貴徳 5 古川 将大

2 渡部 寛 4 宮内 豪

4 藤原 広太朗 37 谷口 功

6 篠原 翔 2 中嶋 亮

27 宮本 徹(→26 淵本 翔太) 17 濱中 優俊(→10 小倉 慎太郎)

10 内藤 洋平(→13 藤田 浩平) 15 面屋 康生

14 村上 巧 6 岡田 翔太郎

17 雨森 理亮(→38 戸高 弘貴) 38 道上 隼人(→18 須ノ又 諭)

11 坂本 一輝 36 中東 優治

18 伊藤 了 13 葛城 遼(→ 7 宮澤 龍二)

◆得点(アシスト)◆
桃山大 13分 2 中嶋 亮 (13 葛城 遼)

桃山大 25分 13 葛城 遼 (36 中東 優治,38 道上 隼人)

桃山大 56分 37 谷口 功 (13 葛城 遼)

桃山大 79分 6 岡田 翔太郎 ( 7 宮澤 龍二,15 面屋 康生)

桃山大 85分 18 須ノ又 諭 (10 小倉 慎太郎)

後期、１勝１敗の５位・立命大と未勝利の７位桃山大。イ

ンカレ出場権を得る３位以内に入るためには、もう１つも落

とせない試合が続く。

一進一退の序盤を経て、桃山大ＦＷ36中東優治のヘッドが

立命大ＧＫ①金山隼樹に阻まれて得たＣＫ。その２本目、Ｆ

Ｗ⑬葛城遼のキックがスタメン復帰したＤＦ②中嶋亮の頭に

ピタリ、桃山大が１３分に先制する。動きにキレがなく単純

なミスが出た立命大を尻目に桃山大がペースを握る。そして

２５分、ＭＦ38道上隼人のクロスを中東が落とし、葛城が決

めて早くも２－０。その後も中盤を支配した桃山大は立命大

にスキを与えずに４５分を終える。

後半、攻勢に出たい立命大だったが、桃山大は中東、葛城

が絶好機を逃しながらも、またもＣＫからＣＢ37谷口功がヘッ

ドで叩きリードを３点に広げる。まずは１点の欲しい立命大

はＭＦ⑭村上巧、ＦＷ⑱伊藤了がチャンスに決められず、逆

に終盤、桃山大ＭＦ⑥岡田翔太郎、⑱須ノ又諭に連続得点を

喫した。攻守の要ＭＦ⑩内藤洋平にミスが目立つなど「元気

がなかった」（桃山大・松本監督）立命大に対して、最後ま

で集中を切らさず、ハードワークを繰り返し桃山大が大量点

での圧勝劇を締めくくった。

＜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 17日 (日 ) ＠大阪長居第２陸上競技場

《第1試合》11:30 KICK OFF 近畿大学ＶＳ関西大学

近畿大の田中幸雄監督は「（次の関大には）こんなゲームをやっていたら通用しない。関大はタレン
トが多いし、点を取られず、なんとか引き分けにはしたい。関大を乗り越えられたらみんな自信を持つ

はずだし」と次節の重要性を語った。後期、エースストライカーとしての活躍を見せる関西大・ＦＷ35

瀬里康和は、「もうこれ以上負けるつもりはない」と力強い言葉を残した。

《第2試合》14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪産業大学
阪南大のＭＦ⑥井出口正昭主将は「いつも通り積極的にやって崩したい」と自信をのぞかせた。対し

て大産大の主将橘章斗は、「最後になって勢いで点を取る試合が多いが、次は最初から飛ばしてゆきた

い」と攻撃的な姿勢を示した。

■10月 17日 (日 ) ＠山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

《第1試合》11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ関西国際大学

立命大の米田隆監督は「あいまいな点が明確になるなら、この敗戦は意味がある。（次節は）相手云々
ではなく、自分たちがどれだけ開き直れるかだ」と課題をあげた。一方関国大の原口大佑は「前節勝っ

て雰囲気はよくなっているし、前節、今節と守備については立て直せたと思う。（立命大には）守備の

ときはしっかりブロックを作って、相手のスキをうまく突きたい」と勝利への意欲を見せる。

《第2試合》14:00 KICK OFF 同志社大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
同大の④ＤＦ川野晃生は「連敗してるし、インカレに行くためにも勝ちたい」と前を向いた。前節４

得点の活躍も勝利につながらなかった、びわこ大・ＦＷ31松田力は、「守備の時、もっとゴール前で体

を張ってゆきたい」とボールへの執着を見せた。

■10月 17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 関西学院大学ＶＳ大阪学院大学

関学大の⑩ＭＦ渡辺毅仁主将は「このまま良い流れを続けていければ」と３連勝に意欲を見せた。対
して大院大の藤原義三監督は「守備が90分間押し通せるかどうか」と守備に意欲を見せた。

《第2試合》14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ甲南大学

桃山大の松本直也監督は次節に向けて「（甲南大戦は）落とせないゲーム。向こうも勝ちたいと思っ

ているはずなので、それを気持ちで上回れるように。ＤＦラインが落ち着いたので、いい守備からしっ

かり入りたい」と話した。対して甲南大の立川雄大主将は、「これまで、先制した試合しか勝てていな

い。だからこそ、必ず先に点を取りたい。」と先制点の重要性を痛感していた。

◆コメント取材◆

近畿大・立命大・桃山大・関国大（サッカーライター 貞永 晃二）

関西大・びわこ大・大産大・甲南大（サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

阪南大・同大・関学大・大院大（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4節みどころ

ＰＨＯＴＯ：ＵＮＮ関西学生報道連盟




