
O F F I C I A L
M A T C H D A Y
P R O G R A M
発行：関西学生サッカー連盟

2010年10月23日発行 第16号
第88回関西学生サッカーリーグ

2010年10月23日(土)・24日(日) 後期 第5節

第4節結果

近畿大(28) 1－3 関西大(30)

阪南大(42) 6－1 大産大(12)

立命大(25) 8－0 関国大(7)

同 大(28) 2－0 びわこ大(16)

関学大(25) 1－1 大院大(13)

桃山大(26) 3－1 甲南大(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10月17日(日) 後期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

近畿大学ＶＳ関西大学

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

近畿大 １－３ 関西大

■10月17日(日) 11:30 KICK OFF
＠大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手◇
近畿大 関西大

12 高石 裕介 16 金谷 和幸

2 近石 哲平 2 田中 雄大

4 福田 俊太 15 寺岡 真弘

5 松原 優吉 3 櫻内 渚

8 池 亮磨 4 川野 大介

57 松本 聖矢 8 藤澤 典隆

7 宮本 宗弥(→ 3 桂田 光) 20 西山 洋平

13 藤本 憲明 7 岡崎 建哉

16 小田原 匡 33 海田 佳祐(→9 奥田祐士)

63 北野 雅寛(→27 山脇 揚平) 36 保手濱 直樹

11 皿谷 圭史郎(→10 枝本 雄一郎) 35 瀬里 康和(→18 安藤大介)

◆得点(アシスト)◆

関西大 26分 35 瀬里 康和 ( 7 岡崎 建哉)

近畿大 36分 63 北野 雅寛

関西大 80分 8 藤澤 典隆 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 84分 36 保手濱 直樹 ( 2 田中 雄大)

阪南大 ６－１ 大産大

■10月17日(日) 14:00 KICK OFF
＠大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手◇
阪南大 大産大

1 土師 一将 1 朴 寛明

5 岩本 知幸 34 門 大貴

20 永井 鷹也 5 佐道 哲也

33 中田 大輔 32 伊東 大志

3 朴 帝宣 2 渡辺 弘城

15 窪田 良(→16 阿部 勇治) 6 清水 良平

6 井手口 正昭 24 江口 直生

18 村山 拓哉(→12 谷本 泰基) 10 橘 章斗(→26 塩川 慎也)

30 可児 壮隆 8 菅田 剛史(→15 藤井 大貴)

14 井上 翔太 12 川西 誠

10 棚橋 雄介(→ 9 中村 雄大) 17 寺東 宏典(→19 夏苅 光平)

◆得点(アシスト)◆
大産大 14分 24 江口 直生

阪南大 22分 10 棚橋 雄介 ( 6 井手口 正昭)

阪南大 34分 18 村山 拓哉 (30 可児 壮隆・14 井上 翔太)

阪南大 39分 18 村山 拓哉 (10 棚橋 雄介)

阪南大 43分 18 村山 拓哉 (10 棚橋 雄介)

阪南大 45分 14 井上 翔太

阪南大 66分 3 朴 帝宣 (30 可児 壮隆)

２位との勝ち点差１１、阪南大の独走ばかりが目を引くが、

インカレ出場権のかかる３位以内をめぐる争いは熾烈だ。後

期無敗と好調同士である２位近畿大と３位関西大が激突した。

関西大は序盤からＭＦ⑦岡崎建哉を中心にポゼッションで

圧倒し、チャンスを作ってシュートを放つが、先制点は２６

分。岡崎のラストパスをＦＷ35瀬里康和がヘッドで決める。

さらにＭＦ33海田佳祐の惜しいシュートが近畿大ＧＫ⑫高石

裕介を脅かす。守勢一方の近畿大だが、ロングボール処理で

関西大ＤＦ⑮寺岡真弘がＧＫへのバックパスミス。これに食

らいついたＦＷ63北野雅寛が、前半チーム唯一のシュートで

同点とする。

後半も関西大が攻め、近畿大が守る展開。さらに５９分の

ＭＦ57松本聖矢へのレッドカードで近畿大は１０人となり一

層苦しくなる。それでも関西大のシュートミスもありスコア

は動かないが、残り１０分、岡崎の突破からＭＦ⑧藤澤典隆

が決めると、４分後にもＤＦ②田中雄大の「右足」シュート

がポストを叩くとＦＷ36保手濱直樹が押し込み試合を決めた。

絶対的エース金園の長期欠場の穴をしっかりと埋める２トッ

プの保手濱と瀬里がこの日も結果を出し、関西大の２位浮上

に貢献した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

やはり阪南大の快進撃は止まらない。大産大がＭＦ24

江口直生の強烈なミドルで先制したときは、「もしかし

て」と思わせたが、挑戦者のリードはわずか８分間に過

ぎなかった。２２分、ＭＦ⑥井手口正昭のパスを「得点

王」ＦＷ⑩棚橋雄介が決め同点。追いつかれた大産大も

ＦＷ⑫川西誠の惜しいシュートや、セットプレーなどで

懸命に抵抗するが、３４分に阪南大ＭＦ⑱村山拓哉が初

ゴールを決めると、多彩なパスワークから村山が２点を

追加しわずか９分間でハットトリックを達成、ロスタイ

ムにはＦＷに入った⑭井上翔太が５点目をゲットし前半

終了。

後半は若干攻めあぐんだ阪南大だったが、６６分に左

ＳＢ③朴帝宣が角度のないところから豪快に叩き込み６

－１と差を広げると、そのまま攻め続けて試合を終わら

せた。これで阪南大は後期４連勝。１４勝１敗、得点５

７・失点１２、得失点差は実に＋４５というすさまじい

までの破壊力と安定した守備を見せつけ、２位浮上の関

西大との勝ち点差はなんと１２。この日の「ＦＷ井上」

もインカレに向けたテストの一環だ。有望な１年の活躍

で上級生も頑張らざるを得ない好循環。優勝争いどころ

か、阪南大から勝ち点を奪うのさえ難しそうだ。

（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
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年10月17日(日) 後期 第4節

同志社大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

立命館大学ＶＳ関西国際大学

立命大 ８－０ 関国大
■10月17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 関国大

21 迫田 洋一 41 改森 亮太
5 前野 貴徳 18 本田 拓也

12 小関 教平 5 向 意樹

4 藤原 広太朗 30 表 隆太郎

6 篠原 翔 3 小西 和樹

10 内藤 洋平 6 梶本 有三(→17 西田 翼)

14 村上 巧 11 呉島 竜希

25 岡本 知也 10 原口 大佑

17 雨森 理亮(→38 戸高 弘貴) 7 野村 惇貴(→ 9 中川 宏太郎)

11 坂本 一輝 8 洞ヶ瀬 太一(→35 友利 貴一)

18 伊藤 了(→26 淵本 翔太) 14 蔵田 岬平

◆得点(アシスト)◆
立命大 10分 10 内藤 洋平 (25 岡本 知也)
立命大 24分 14 村上 巧
立命大 30分 18 伊藤 了
立命大 35分 11 坂本 一輝 (10 内藤 洋平)
立命大 37分 11 坂本 一輝 ( 6 篠原 翔)
立命大 66分 5 前野 貴徳 (10 内藤 洋平)
立命大 79分 10 内藤 洋平 (25 岡本 知也)
立命大 83分 11 坂本 一輝

同 大 ２－０ びわこ大

■10月17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 びわこ大

1 堀之内 義博 1 林 将志

15 中祖 昂 3 端山 亮平

3 安川 有 15 但馬 優斗

4 川野 晃生 6 岡野 雅俊

20 三浦 修 40 石間 寛人

6 早坂 賢太 33 竹内 一貴(→43 花房 僚)

10 徳丸 敬紘 16 濱名 裕介(→ 9 土井 俊典)

8 荒堀 謙次(→80 山崎 裕平) 23 湯田 逸友

17 杉山 和毅 12 吉澤 春風(→36 河村 大毅)

13 松田 純也(→22 石津 令門) 11 浅津 知大

16 辻 智人(→11 市川 俊治朗) 31 松田 力

◆得点(アシスト)◆

同 大 16分 13 松田 純也 (17 杉山 和毅)

同 大 72分 17 杉山 和毅 (13 松田 純也)

立命大のチアリーディングチームが応援に駆けつけ、華やかな雰囲

気で行われたこの試合。試合内容も非常に派手なものとなった。

前節、桃山大に大敗した立命大だったが、この日は序盤から猛攻を

見せる。１０分、立命大ＭＦ25岡本知也が中央からドリブル突破で持

ち込んで左サイドに展開すると、それをＭＦ⑩内藤洋平が決めてあっ

さりと先制。２４分にＭＦ⑭村上巧が倒されてＰＫを得ると、それを

自ら決めて２点目。３０分にはＦＷ⑱伊藤了の中央ドリブル突破から

のシュートが決まり、３５分には内藤のＦＫをＦＷ⑪坂本一輝が頭で

合わせ、続く３７分にも坂本がゴールネットを揺らし、前半終了時点

で５－０と大差がついてしまう。

６６分にはＣＫをニアサイドでＤＦ⑤前野貴徳が頭で合わせ、７９

分には内藤のミドルシュートも決まって７点目。８３分には坂本がＰ

Ｋを決めてハットトリック達成。８－０と大きく差がついた試合となっ

た。これで得点ランキングトップと並んだ坂本は「いい時間帯に決め

ることができた。後期まだ点を取れてなかったので、思い切って打っ

たのが良かった」と晴れやかな表情。

関国大も細かくパスを繋ぎ攻撃を試みたが、ＭＦ⑩原口大佑のシュー

トがポストに嫌われるなど運にも見放され、内容以上に差がついたス

コアで大敗となった。草木克洋監督は「前半０－０で乗り切って焦ら

したかったが、相手の力が上回った。なんとか一矢報いたかったが…」

と肩を落とした。

（文：フリーランス 谷口 達也）

２連敗中の同大と、後期まだ勝ちの無いびわこ大との対決。

お互い、是が非でも勝って上昇気流に乗りたいところである。

前半、びわこ大が慎重に入りすぎたこともあり、同大がボー

ルポゼッションで大きく上回る。１６分には中央で細かく繋

ぎ、ＦＷ⑬松田純也が見事なトラップから落ち着いて流し込

み先制。その後も同大が、ＭＦ⑧荒堀謙次を中心に試合を支

配し立て続けにシュートを放つが、びわこ大ＧＫ①林将志の

好セーブなどでゴールを割るまでには至らない。

後半に入ると、びわこ大が望月聡監督の「もっと前から」

という指示通り、高い位置で同大の攻撃を潰し、徐々にペー

スを掴み始める。サイドを広く使い、そこからＦＷ31松田力

に当てる形で何度も同大ゴールに迫るが、なかなか枠を捉え

ることができない。すると７２分、同大がカウンターで荒堀、

松田と繋ぎ、ＭＦ⑰杉山和毅が右サイドからゴール左隅に技

ありシュート。これが決まり、試合を決定づけた。同大はサ

イドを上手く使えず苦しい展開だったが、「ＦＷ⑪市川俊治

朗を入れて、攻撃の意図を明確にできたのが追加点に繋がっ

た」と望月慎之監督。上昇の兆しを掴むことに成功したのは

同大だった。

（文：フリーランス 谷口 達也）



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ大阪学院大学

桃山学院大学ＶＳ甲南大学

関学大 １－１ 大院大

■10月17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◇

関学大 大院大

22 横江諒 41 桑田祐也

15 高松功一 20 日髙大地

3 津田真吾 113 長友啓吾

27 井林章 6 高橋周也

42 浦島彰洋 40 田中翔太

5 桑野裕士 63 柿木亮介

13 高橋宏次郎 8 平岡大毅(→102 大藪晋平)

7 梶川諒太 5 尾泉大樹

31 関皓平(→10 渡辺毅仁) 80 東洸太郎(→12 真鍋裕也)

14 松本圭介(→9 村井匠) 48 大槻周平

19 山内一樹(→11 桑原理介) 10 四ヶ浦寛康(→78 中川祐一)

◆得点(アシスト)◆

大院大 52分 10 四ヶ浦 寛康 ( 5 尾泉 大樹)

関学大 90分 9 村井 匠 ( 7 梶川 諒太)

桃山大 ３－１ 甲南大

■10月17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◇

桃山大 甲南大

21 圍 謙太朗 41 水口 弘史

5 古川 将大 15 前山 諒

4 宮内 豪 27 上月 拓也

37 谷口 功 22 下野 賢司

2 中嶋 亮 28 山本 悠司

17 濱中 優俊(→18 須ノ又 諭) 37 下田 尚平

6 岡田 翔太郎 10 立川 雄大

15 面家 康生 18 佐藤 正啓

38 道上 隼人(→10 小倉 慎太郎) 6 片岡 大樹(→ 9 田中 大滋)

13 葛城 遼(→11 齋藤 達也) 11 原田 昂志(→25 渡辺 研二)

36 中東 優治 7 原 宏樹

◆得点(アシスト)◆

桃山大 2分 17 濱中 雅俊 (36 中東 優治,38 道上 隼人)

桃山大 33分 17 濱中 雅俊 (13 葛城 遼)

桃山大 35分 6 岡田 翔太郎 ( 5 古川 将大)

甲南大 58分 7 原 宏樹

前線で簡単なミスが目立ち、調子が上がらない関学大に対

し、こぼれ球を奪いカウンターでサイドから攻める大院大。

だが、関学大ＤＦ27井林章が鋭い読みでことごとくパスカッ

トされ、２枚看板に球が入らない。

ボールが全く収まらない前半をスコアレスで終えると、後

半は大院大が攻勢をかけ、セットプレーの好機を掴む。５２

分、ＤＦ⑤尾泉大樹のＣＫをＦＷ⑩四ヶ浦寛康がぴたりと頭

で合わせ、１－０。追う立場になっても今ひとつ引き締まら

ない関学大だったが、ＦＷ⑨村井匠、ＭＦ⑩渡辺毅仁ら４回

生が入ることで一気に流れが変わった。村井の強引なドリブ

ル、渡辺のミドルシュートなど、攻撃にアクセントをつける。

ここまで大院大が１点を守り、関学大の黒星も見えた後半

ロスタイム。関学大はＣＫから頭一つ抜けた村井が力強いヘ

ディングで地面に叩きつけ、ゴールへ同点弾を押し込んだ。

「負けに等しい試合だったが、これで次に繋がる。あきらめ

ない気持ちが大事」と村井。大院大にとっては目の前の勝利

を逃してしまったダメージは大きいが、インカレ、残留争い

の渦中にいる両者にとって、貴重な勝ち点１となった。

（文：フリーライター 久住 真穂）

先制点は桃山大。試合開始直後、右サイドＭＦ38道上隼人

のクロスでＦＷ36中東優治、最後はＭＦ⑰濱中優俊が決める。

途中、道上の負傷退場で早い時間での交代を余儀なくされる

も、桃山大の勢いは止まらない。自慢の攻撃陣がワンタッチ

で早い展開を広げ、濱中、ＭＦ⑥岡田翔太郎と立て続けにゴー

ル前から追加点を奪い３－０。桃山大が前半でほぼ試合を決

めてしまった。

「前半は良かった」（松本直也監督）桃山大だが、後半は

甲南大が攻勢をかける。怪我から復帰２試合目のエースＦＷ

⑪原田昂志は、相手守備陣に張り付きチャンスを作る。５８

分には原田が競ってこぼれた球を中央にいたＦＷ⑦原宏樹が、

ＧＫの頭上を抜ける美しいループシュート。これが後期、流

れの中からの初得点となった。

その後も、ダイレクトに前線へ送る甲南大に対し、桃山大

は中盤を経由しないことで攻撃が機能しない。切り札、ＦＷ

⑪齋藤達也を投入するが、「もっと敵陣の深い位置でプレー

増えればチャンスはあった」（原）という甲南大ともに、追

加点は奪えず。桃山大が３点リードを守りきり、勝ち点３を

積み上げた。

（文：フリーライター 久住 真穂）







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/top.html

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。



2010年12月12日 関西大学千里山キャンパス内にて！

リーグ 終日、新たな歴史の瞬間を見たあとは・・・

■10月23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 立命館大学ＶＳ関西大学

得点ランクトップタイの１４得点を挙げ、波に乗る立命大ＦＷ⑪坂本一輝は「ここから勢いに乗っていきたい。もう一つ

も落とせないし、前節のような試合ができれば」と力強く語った。対して関西大の島岡健太監督は「立命大は波があるよう

だが、そんなに簡単ではないのは分かっている。向こうもまた引き締めてくるでしょうし」と警戒した。

《第2試合》14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ甲南大学
近畿大の田中幸雄監督は「全員で守って攻めて、それで勝ち点を拾っていく。（甲南大には）今日の負けをズルズル引き

ずらなかったら、なんとかいけると思う」と話す。苦しい戦いが続いている甲南大だが、前節は１点追いつき桃山大を脅か

した。「相手を飲み込む先制点が大事」とＦＷ⑦原宏樹。近畿大との一戦、先制点が鍵となる。

■10月24日 (日) ＠キンチョウスタジアム
《第1試合》11:30 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ大阪産業大学
厳しいインカレ枠争いの中にいる関学大。ＭＦ⑩渡辺毅仁主将は「開幕で関大に負けてから良いトレーニングが積めてき

た。後半勝負できる形が関学大にはある」と力強い。一方、大産大の櫛引実監督は前節終了後「まだまだ波が激しい。攻撃

はアグレッシブに行けているが。橘は、阪南大に点差もつけられたので、イエローをもらって次の関学戦に出場停止になら

ないように代えた。（関学戦は）選手が今日の敗戦から切り替えられるかどうかだ」と話した。前期の対戦では、接戦の末、

関学が逆転勝利を挙げている。今節はどのような戦いが繰り広げられるか。

《第2試合》14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西国際大学
前期、この対戦は関国大が初勝利を収めている。桃山大のＭＦ⑥岡田翔太郎主将は「絶対に負けられない。先制点を取っ

て勝つ」と意気込む。果たしてリベンジなるか。対して関国大の草木克洋監督は「桃山大はカウンターが武器のチームなの

で警戒が必要。勝ち点を取るためにまずは先制点を取りたい」と残留に向けて全力でぶつかる。

■10月24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 同志社大学ＶＳ大阪学院大学
同大の望月慎之監督は「攻め込んだ時のリスク管理を徹底して、カウンターに注意しなければいけない。特に⑤尾泉大樹

を経由した攻撃やＦＫに集中して対応する必要がある」と勝ち点３を逃さないよう警戒を強める。前節、ロスタイムの失点

で勝ち点３を逃した大院大。「前節が全てだった」と藤原義三監督。今節は３位の同大相手と厳しい試合が続くが、自力残

留へ向け勝ち点３を手にしたい。

《第2試合》14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
阪南大の⑥井手口正昭主将は「いつものように、自分たちから積極的に奪って、仕掛けて崩したい。相手のやるところに

上手く対応したい。１試合ごとに成長できたらいいと思う」と話し⑭井上翔太は「ポジションは（ＦＷでも）どこでもでき

るようにしたい。(びわこ大には)特に苦手意識はない。また点をとって勝ちたい」と勝利に意欲を見せる。びわこ大の望月

聡監督は「まずは辛抱強く守り、粘り強く戦うやり方は同じ。相手の嫌なところを突いて、リズムを崩していきたい」と、

虎視眈々とジャイアントキリングを狙う。

◆コメント取材◆

阪南大・近畿大・関西大・大産大（サッカーライター 貞永 晃二）

桃山大・関学大・大院大・甲南大（フリーライター 久住 真穂）

同大・立命大・びわこ大・関国大（フリーランス 谷口 達也）

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ
第5節みどころ




