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第4節結果

立命大(26) 1－3 関西大(31)

近畿大(29) 6－1 甲南大(5)

関学大(28) 8－0 大産大(12)

桃山大(27) 1－1 関国大(8)

同 大(29) 1－1 大院大(14)

阪南大(42) 3－4 びわこ大(19)

＊（）内は勝点

PHOTO:ＵＮＮ関西学生報道連盟

関学大⑦梶川諒太



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月23日(土) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

立命館大学ＶＳ関西大学

近畿大学ＶＳ甲南大学

立命大 ０－０ 関西大

■10月23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◇

立命大 関西大

21 迫田 洋一 16 金谷 和幸

5 前野 貴徳 2 田中 雄大

12 小関 教平 15 寺岡 真弘

4 藤原 広太朗 3 櫻内 渚

6 篠原 翔 4 川野 大介

17 雨森 理亮 33 海田 佳祐(→18 安藤 大介)

10 内藤 洋平 7 岡崎 建哉

14 村上 巧 20 西山 洋平

25 岡本 知也(→38 戸高 弘貴) 8 藤澤 典隆

11 坂本 一輝 35 瀬里 康和(→ 9 奥田 祐士)

18 伊藤 了(→26 淵本 翔太) 36 保手濱 直樹

◆得点(アシスト)◆

近畿大 １－１ 甲南大

■10月23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◇

近畿大 甲南大

12 高石裕介 41 水口弘史

2 近石哲平 28 山本悠司

4 福田俊太 22 下野賢司(→48 松本充史)

5 松原優吉 4 綾川友崇

50 橋村卓朗 5 原田健太

10 枝本雄一郎(→11 皿谷圭史郎) 9 田中大滋(→30 原田直信)

62 芝俊明 10 立川雄大

8 池亮磨 8 福原博文

16 小田原匡 37 下田尚平

63 北野雅寛(→27 山脇揚平) 11 原田昂志(→34 辻本裕也)

13 藤本憲明(→7 宮本宗弥) 7 原宏樹

◆得点(アシスト)◆

近畿大 79分 7 宮本 宗弥 (11 皿谷 圭史郎)

甲南大 90分 34 辻本 裕也 (37 下田 尚平)

首位・阪南大に少しでも近づきたい２位関西大と、こ

れ以上上位に離されるわけにはいかない立命大が対戦。

前期はスコアレスドローに終わっている。

前半はほぼ互角の展開。立命大は前節ハットトリック

のＦＷ⑪坂本一輝、同じく得点を挙げたＦＷ⑱伊藤了を

中心にゴールに攻めるも、得点できない。惜しい場面も

あり、ＤＦ⑤前野貴徳主将も「チャンスをものにしてい

れば」と悔やんだ。後半になると逆に関西大に攻め込ま

れる。それでも今季２試合目の先発となるＧＫ21迫田洋

一の好セーブや、体を張ったディフェンスで猛攻をしの

ぎきった。引き分けに持ち込み、上位に食らいついた。

対する関西大。ペースを握った後半に得点を奪えなかっ

た。今節、阪南大が敗れていただけに、差をつめるチャ

ンスを逃してしまった。シュート１本に終わった前半と

変わり、交代選手が入ったことで攻撃が活性。後半はセ

カンドボールを優位に拾い、チャンスを作った。立命大

のシュート数を大きく上回る８本ものシュートを放った

が、相手の粘りにゴールは割れず。ただＭＦ⑧藤澤典隆

主将は「苦しんだけど、試合中には改善できていた」と

手ごたえも口にした。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

通年最下位に沈む甲南大に４試合ぶりの勝ち点をもた

らしたのは、２人の２年生だった。

後半ロスタイム、１点を追う甲南大にボールが渡った。

パスを受けたＭＦ37下田尚平が右サイドから左足でゴー

ルへと巻いていくクロス。ふわりと上がったボールは、

するすると相手ＤＦの頭上を越え、ゴール前で待ってい

たＦＷ34辻本裕也に渡った。「とにかくボールに合わせ

ることだけを考えた」と辻本。左足インサイドで正確に

放たれたシュートが、相手ゴールネットを揺らす。辻本

のリーグ戦初ゴールは、降格争いを続けるチームに貴重

な勝ち点をもたらす同点弾で、２年生コンビの「あうん

の呼吸」から生まれたゴールだった。「下田の左足から

のボールはいつもパス」（辻本）。パスだと分かってい

たから、シュート性のクロスにも反応することが出来た。

「２年生の僕らも活躍したい」（辻本）。自信を胸に、

次節での活躍を誓った。

近畿大は、試合を優位に進めながらも最後の失点に泣

いた。後半、ショートパス主体の攻撃に変更しそれが機

能していただけに、「うちの流れだった。チャンスにも

う１点取っておけば」と田中幸雄監督。「思うようには

いかんわ」とつぶやいた。

（文：フリーランス 深江 友樹）



第88回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年10月24日(日) 後期 第5節

桃山学院大学ＶＳ関西国際大学

関西学院大学ＶＳ大阪産業大学

関学大 ２－０ 大産大

■10月24日(日) 11:30 KICK OFF

＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

関学大 大産大

22 横江 諒 1 朴 寛明

15 高松 功一 34 門 大貴

3 津田 真吾 5 佐道 哲也

27 井林 章 2 渡辺 弘城

42 浦島 彰洋 28 高村 瑛仁

5 桑野 裕士 24 江口 直生

13 高橋 宏次郎 4 浦川 祐基(→15 藤井 大貴)

7 梶川 諒太 10 橘 章斗

31 関 皓平(→10 渡辺 毅仁) 8 菅田 剛史(→18 藤本 安之)

14 松本 圭介(→11 桑原 理介) 12 川西 誠

19 山内 一樹(→ 9 村井 匠) 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)◆

関学大 25分 27 井林 章 (7 梶川 諒太)

関学大 86分 9 村井 匠 (7 梶川 諒太)

桃山大 １－１ 関国大

■10月24日(日) 14:00 KICK OFF

＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

桃山大 関国大

21 圍 謙太朗 41 改森 亮太

5 古川 将大 16 川北 竜司

4 宮内 豪 2 岩井 将大

37 谷口 功 18 本田 拓也(→ 4 増本 賢一)

2 中嶋 亮 5 向 意樹

17 濱中 優俊(→11 齋藤 達也) 10 原口 大佑

6 岡田 翔太郎 6 梶本 有三

15 面家 康生 30 表 隆太郎

18 須ノ又 諭(→7 宮澤 龍二) 11 呉島 竜希(→ 8 洞ヶ瀬 太一)

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 9 中川 宏太郎(→19 比嘉 孝広)

13 葛城 遼 14 蔵田 岬平

◆得点(アシスト)◆

関国大 26分 9 中川 宏太郎 (6 梶本 有三)

桃山大 73分 6 岡田 翔太郎

ここという場面でチャンスを得点に結びつけた関

学大の自力勝ちといったところ。関学大は大黒柱の

ＭＦ⑦梶川諒太が右に左にとポジションを変えなが

らチャンスメイク。しかし決定的なゴール前へのパ

スが通らず不完全燃焼。ケガで戦列から離脱したＭ

Ｆ⑧阿部裕之の不在がベンチには何とも歯がゆかっ

たことだろう。もちろん決定的なチャンスを与えな

かった大産大の守りも良かった。高い位置でのプレ

ス、ゴール前では人数をかけるなど、関学大のチャ

ンスの芽を摘み取った。それは先制されても乱れる

ことはなかった。

関学大の先制点は前半２５分。梶川の右ＣＫをＤ

Ｆ 27井林章がヘッドで決めた。後半４１分、今度も

梶川がお膳立て。鋭く左サイドを走り抜けて絶妙の

タイミングでのクロスボール。大産大ＤＦのウラを

ついた形で難なくＦＷ⑨村井匠がこれまたヘッドで

決めた。前期で後れを取った関学大。もう星を落と

せないギリギリの状態の中での白星は貴重。大産大

は後半、何度も関学大をゴール前に押し込んだが、

決定力不足で得点に結びつかなかった。

（文：関西学連）

リーグは３位以下が大混戦。桃山大は前期、苦杯

をなめた関国大に１点差を追いついてドロー。辛く

も３位争いに踏みとどまった。桃山大がラッキーだっ

たのは、前半１０分、関国大が得たＰＫを外してく

れたこと。結果的には先制されながら、後半２８分、

ＰＫを得て追いついた。

関国大は前期、１－０ながら唯一の白星を勝ち取っ

た桃山大に余裕すらみせる戦いぶり。ＭＦの⑩原口

大佑、⑪呉島竜希、30表隆太郎などが縦横に動いて

攻めの発火点となり、桃山大ＤＦを何度もピンチに

追い込んだ。そんな中でＰＫこそ生かせなかったが、

前半２６分、ＤＦがパスカットしてＭＦ⑥梶本有三

が浮き球を前線にフィード。ＦＷ⑨中川宏太郎がグッ

ドタイミングで飛び出して、ゴールに叩き込んだ。

この 1点を追って桃山大は苦しんだ。関国大のＤ

Ｆ陣はしぶとかったし、早い出足で桃山大の攻撃を

早め早めに潰した。桃山大は後半１４分の⑦宮澤龍

二を皮切りに、⑪齋藤達也、⑯加藤潤と次々にＦＷ、

攻撃的ＭＦを投入し、何とか関国大ＤＦ陣を潰しに

かかったが、どうしても関国大ＤＦを破れず、ＰＫ

の1点だけに終わってしまった。

（文：関西学連）



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月24日(日) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

同 大 １－１ 大院大

■10月24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◇

同 大 大院大

1 堀之内義博 41 桑田祐也

2 林佳祐 20 日髙大地

3 安川有 113 長友啓吾

4 川野晃生 6 高橋周也

20 三浦修 40 田中翔太

8 荒堀謙次 63 柿木亮介

6 早坂賢太 102 大藪晋平(→27 神田圭介)

10 徳丸敬紘(→25 中尾和希) 5 尾泉大樹

17 杉山和毅(→15 中祖昂) 80 東洸太郎(→83 川上遼聖)

13 松田純也(→11 市川俊治朗) 10 四ヶ浦寛康

16 辻智人 48 大槻周平

◆得点(アシスト)◆

同 大 48分 17 杉山 和毅 (16 辻 智人,6 早坂 賢太)

大院大 85分 48 大槻 周平 ( 5 尾泉 大樹)

阪南大 ３－４ びわこ大
■10月24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 びわこ大

1 土師 一将 37 柴田 大地

5 岩本 知幸 3 端山 亮平(→14 鳥濱 誠司)

26 二見 宏志 6 岡野 雅俊

33 中田 大輔 15 但馬 優斗

3 朴 帝宣 44 山本 泰平

15 窪田 良 19 藤本 義人(→33 竹内 一貴)

6 井手口 正昭 16 濱名 裕介(→39 大村 祐介)

12 谷本 泰基(→30 可児 壮隆) 23 湯田 逸友

14 井上 翔太 11 浅津 知大

11 泉澤 仁(→18 村山 拓哉) 36 河村 大毅

10 棚橋 雄介(→ 9 中村 雄大) 31 松田 力

◆得点(アシスト)◆

阪南大 43分 14 井上 翔太 ( 5 岩本 知幸)

阪南大 47分 10 棚橋 雄介 (12 谷本 泰基)

阪南大 72分 26 二見 宏志 ( 5 岩本 知幸,14 井上 翔太)

びわこ大 73分 39 大村 祐介 (31 松田 力)

びわこ大 77分 31 松田 力 (36 河村 大毅)

びわこ大 83分 31 松田 力

びわこ大 90分 6 岡野 雅俊

前節の勝利で連敗を２で止め３位に再浮上した同大と、終

了直前の失点で追いつかれほぼ手中にあった勝ち点３を取り

逃がした大院大の対戦。

同大は両ＳＢ②林佳祐、⑳三浦修が果敢に攻め上がる。一

方大院大は守りから入り、セットプレーからの得点を狙う。

同大は２３分のＦＷ⑬松田純也のヘッドをＧＫに止められ、

ロスタイムの三浦のシュートは右ポストを叩くなど、ほぼゲー

ムを支配しシュート数でも優ったが前半はスコアレスのまま

終わる。

後半最初のチャンスを同大が活かす。ＭＦ⑥早坂賢太のパ

スをＦＷ⑯辻智人が競り合ったこぼれをＭＦ⑰杉山和毅が決

めたのだ。さらに同大は大院大を自陣に押し込み、辻のシュー

トが惜しくもバーを叩く。大院大の反撃は６８分、ＭＦ102大

藪晋平のシュートはＧＫ①堀之内義博に弾き出されるが、交

代選手投入に伴い圧力を強める。そして８５分、ＭＦ⑤尾泉

大樹のパスをＦＷ48大槻周平が足を伸ばして蹴り込み、大院

大が同点に追いつき、試合はそのままタイムアップ。同大・

望月慎之監督は「あれが入いらないと」とポスト・バーに嫌

われた場面を悔やみ、「負け試合。引き分けでよしとしない

と」とは大院大・藤原義三監督。次節にこの悔しさをぶつけ

たい。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

首位独走の阪南大が３－０とリードし、残り時間

は１８分間。そこからの意外すぎる展開と結末。サッ

カーとは本当に恐ろしいスポーツだ。

ロングボールでＦＷ31松田力を走らせるびわこ大

に付き合ってしまい、攻めあぐむ阪南大。だが、４

３分にＭＦ⑭井上翔太のミドルで先制すると、後半

開始直後にもＦＷ⑩棚橋雄介が追加点。その後はと

もにチャンスを作れない展開だったが、阪南大は７

２分のＣＫからＣＢ26二見宏志がヘッドでねじ込み

３－０。しかし、びわこ大は諦めない。松田力の強

引な仕掛けから交代直後の39大村祐介が１点を返す

と、７７分に松田力が豪快ボレーで１点差に。動揺

する阪南大を尻目に８３分に松田力が今度はスーパー

なロング弾でついに同点。勢いに乗って大村が狙う

が、ＧＫ①土師一将がファインセーブ、引き分けか

と思われたが、執拗にゴールに迫る松田力がＳＢ③

朴帝宣に倒されＰＫ。これをびわこ大ＣＢ⑥岡野雅

俊が冷静に決めて試合をひっくり返し、やがてタイ

ムアップ。「３－０からですからね」と不満気な阪

南大・須佐徹太郎監督。「３点取られてもクサらず

にやり切れた」と後期初勝利に笑顔のびわこ大・松

田保総監督。あまりに対照的な２人のベテラン監督

だった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）







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！

リーグ最終日、新たな歴史の瞬間を見たあとは・・・

■10月30日(土)＠キンチョウスタジアム
第１試合 11:30 KICK OFF 桃山学院大学－大阪学院大学
桃山大の岡田翔太郎主将は「今節は引き分けが多いので勝ち点３は欲しかった。関国大のＤＦは良かった。ど

うしても破れなかった」と前節を振り返る。「でも優勝を狙って頑張ります」（岡田）と前向き。対する大院大

の藤原義三監督は「流れから見て負け試合だったが１ポイントとれたと前向きに考えないと」と前節を振り返る。

「上位の桃山大には、今のやり方で行く。失点ゼロでいけたらいいが」（藤原監督）と話した。

第２試合 14:00 KICK OFF 阪南大学－関西学院大学
「関学はしっかり粘り強くやってきている。ＤＦラインそのものが漏れのないようにしっかりやりたい」と阪

南大・須佐徹太郎監督。一方関学大の成山一郎監督は「（前節）無得点に抑え込めたが、ゾーンＤＦを何度も破

られた。これから上位と当たるのでここを整理して完全なものにしないと」とまずは阪南大戦に臨む。

■10月30日(土)＠西京極総合運動公園陸上競技場
第１試合 11:30 KICK OFF 立命館大学－甲南大学
立命大のＧＫ21迫田洋一は「相手は（順位が）下だけど、気を緩めずにやりたい」と気を引き締めた。対する

甲南大の潮田晴司監督は「立命大が、コンパクトに守って攻めてくるのは分かっている。少ないチャンスを活か

したい。もう１試合も負けられない。あと６試合あるんやから、６試合勝てばいい」軍配はいずれに。

第２試合 14:00 KICK OFF 同志社大学－大阪産業大学
「（大産大は）カウンター主体のチームだと思うので、そのカウンターを受けないためにどういう風にウチが

攻めを組み立てるかが重要なポイント。あとは奪われたところでの対応を確認したい」と、望月慎之監督。対す

る大産大の櫛引実監督は「後半は何度もあいてゴールに迫ってくれたのだが。やはり決定力がない」と前節終了

後話した。「上位と戦うにはＤＦが一歩落ちる。何度もＣＫを取られたし。イチからです」と気を引き締める。

■10月30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 関西大学－関西国際大学
関西大のＭＦ⑧藤澤典隆主将は「コンディションを落とさず、モチベーションを維持できるか」と闘志を燃や

す。一方関国大の草木克洋監督は「勝ちにいったんだけど。仕方がないけど（前節は）ＰＫが明暗を分けた感じ。

これからも持てる力をフルに出していく」と意気込む。

第２試合 14:00 KICK OFF 近畿大学－びわこ成蹊スポーツ大学
近畿大の田中幸雄監督は「枝本は左足を痛めていたようだったので代えた。次節には問題ないと思う。びわこ

大のビデオは実はまだ見ていない。手強いと思うけど、全員攻撃全員守備でやるしかない。今日（＝前節）の引

き分け痛かったが、インカレ出場という目標は変わらない」と前向き。びわこ大の松田保総監督は「（近大は）

したたか、ウチは甘ちゃんでまだまだ。ケガ人も戻ってメンバーが揃ってくるし、ようやくウチらしいサッカー

ができそう」と近畿大戦に懸ける。

◆コメント取材◆

阪南大・同大・びわこ大・大院大（サッカーライター 貞永 晃二）

立命大・関西大（ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

近畿大・甲南大（フリーランス 深江 友樹）

桃山大・関学大・大産大・関国大（関西学連）

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ
第6節みどころ




