
OFFICIAL
MATCH DAY
PROGRAM
発行：関西学生サッカー連盟

2010年11月3日発行 第18号
第88回関西学生サッカーリーグ
2010年11月3日(水・祝) 後期 第7節

第6節結果

桃山大(27) －大院大(17)

阪南大(45) －関学大(28)

立命大(29) －甲南大(5)

同 大(32) －大産大(12)

関西大(34) －関国大(8)

近畿大(32) －びわこ大(19)
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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月30日(土) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大学ＶＳ関西学院大学

桃山大 １－２ 大院大

■10月30日(土) 11:30 KICK OFF

＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

桃山大 大院大

21 圍謙太朗 41 桑田祐也

5 古川将大 4 嶋尾巨人(→67 高橋祐太)

28 朴斗翼 113 長友啓吾

37 谷口功 6 高橋周也

2 中嶋亮 40 田中翔太

17 濱中優俊(→10 小倉慎太郎) 63 柿木亮介

6 岡田翔太郎 80 東洸太郎(→102 大藪晋平)

15 面家康生 5 尾泉大樹

38 道上隼人 10 四ヶ浦寛康

36 中東優治(→7 宮澤龍二) 27 神田圭介(→83 川上遼聖)

13 葛城遼(→11 齋藤達也) 48 大槻周平

◆得点(アシスト)

大院大 49分 5 尾泉 大樹

桃山大 64分 6 岡田 翔太郎

大院大 88分 48 大槻 周平

阪南大 ２－１ 関学大

■10月30日(日) 14:00 KICK OFF

＠キンチョウスタジアム

◇出場選手◇

阪南大 関学大

1 土師 一将 22 横江 諒

5 岩本 知幸 15 高松 功一(→20熊木 翼)

26 二見 宏志 3 津田 真吾

33 中田 大輔 27 井林 章

40 今村 虹陽 42 浦島 彰洋

15 窪田 良(→44 長島 一仁) 5 桑野 裕士

6 井手口 正昭 13 高橋 宏次郎

30 可児 壮隆 7 梶川 諒太

12 谷本 泰基(→18 村山 拓哉) 31 関 皓平(→10 渡辺 毅仁)

14 井上 翔太 9 村井 匠

10 棚橋 雄介 14 松本 圭介(→11 桑原 理介)

◆得点(アシスト)◆

阪南大 38分 5 岩本 知幸 (14 井上 翔太)

関学大 68分 9 村井 匠 (11 桑原 理介)

阪南大 76分 18 村山 拓哉 (10 棚橋 雄介, 6 井手口 正昭)

前節、松本直也監督が「勝利への執着心が足りない」と課

題を挙げていた桃山大。目標とするインカレ出場に向け、しっ

かりと結果を残したいところだが、この試合も思うように進

めることができない。前半に２度の決定機を逃すと、４９分

には大院大ＭＦ⑩四ヶ浦寛康を倒してＰＫを献上してしまう。

これをＭＦ⑤尾泉大樹に決められ先制を許した。６４分にＣ

Ｋからのこぼれ球からＭＦ⑥岡田翔太郎が決め、ようやく同

点に追いつく。左足一閃、狭いコースを貫いた見事なシュー

トであった。その後も桃山大が攻める展開が続き、８８分に

はＭＦ⑩小倉慎太郎のクロスをＤＦ⑤古川将大が合わせるが、

これは大院大ＧＫ41桑田祐也がセーブ。そして素早いリスター

トからカウンターを仕掛けられ、四ヶ浦が放ったシュートの

こぼれ球れをＦＷ48大槻周平に決められてまさかの敗戦となっ

た。松本監督は「チャンスは多かったのに決められない。負

けるべくして負けたかな」と苦い表情。

一方、劇的勝利を挙げた大院大は、「いつも終盤に失点し

てるから、たまにはこういうこともないとね」と藤原義三監

督。「すぐ前線に蹴ってしまい内容は良くなかった」と語る

が、残留に向けて勝ち点３が何よりも収穫となった。

（文：フリーランス 谷口 達也）

独走状態に突入している阪南大だが、前節まさかの敗戦を

喫し「気分転換に」(ＭＦ⑥井手口正昭)と白い２ｎｄユニフォー

ムで戦いに挑んだ。それが功を奏したのか、３８分にＦＷ⑭

井上翔太のＣＫを井手口が合わせて先制。その後も細かく繋

ぐ形で試合を支配する。だが関学大が６０分にＦＷ⑪桑原理

介を投入すると流れが傾き始める。６８分にはＦＷ⑨村井匠

のくさびのプレーから、桑原が右サイドを突破してクロスを

上げ、走り込んだ村井が頭で合わせた。「(桑原が)あそこに

出してくれると分かっていた」という４回生同士の見事なコ

ンビネーションで試合を振り出しに戻した。しかし阪南大も

首位の貫禄を見せる。７６分に右サイドからＦＷ⑩棚橋雄介、

井手口と繋ぎ、最後は走り込んだＭＦ⑱村山拓哉が決めて２

－１と勝ち越しに成功。これが決勝点となった。

関学大もロスタイムにＭＦ⑦梶川諒太が左サイドから上げ

たクロスを村井が頭で繋ぎ、最後はＭＦ⑳熊木翼がゴールネッ

トを揺らすが、これはオフサイドの判定。「後半走れるのが

関学大の武器だし、今日も悪くはなかったが…」と村井。悔

しい敗戦となった。

（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
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年10月30日(土) 後期 第6節

同志社大学ＶＳ大阪産業大学

立命館大学ＶＳ甲南大学

同 大 ６－１ 大産大

■10月30日(土) 14:00 KICK OFF

＠西京極運動公園陸上競技場

◇出場選手◇

同 大 大産大

1 堀之内 義博 1 朴 寛明

2 林 佳祐 2 渡辺 弘城(→15 藤井 大貴)

3 安川 有 28 高村 瑛仁

4 川野 晃生 34 門 大貴

20 三浦 修 5 佐道 哲也

6 早坂 賢太 24 江口 直生

8 荒堀 謙次 6 清水 良平

10 徳丸 敬紘 8 菅田 剛史(→18 藤本 安之)

17 杉山 和毅(→43 堤 隆裕) 10 橘 章斗

16 辻 智人(→55 杉山 健太) 9 鍔田 有馬

11 市川 俊治朗(→13 松田 純也) 11 西原 周平(→12 川西 誠)

◆得点(アシスト)◆
大産大 1分 9 鍔田 有馬

同 大 8分 11 市川 俊治朗

同 大 17分 13 松田 純也 ( 6 早坂 賢太)

同 大 31分 16 辻 智人 ( 8 荒堀 謙次)

同 大 54分 10 徳丸 敬紘 (17 杉山 和毅)

同 大 80分 4 川野 晃生 (43 堤 隆裕)

同 大 90＋1分 55 杉山 健太 (43 堤 隆裕)

どちらも負けが許されない厳しい戦場にいる。その中で、

両チームのエースが魅せる試合を繰り広げた。前半は序盤に

甲南大が攻勢に出るもわずかシュート１本。立命大はうまく

スペースの間に横パスを展開するが、互いに決定機を欠き０

－０で終える。後半も立ち上がりから飛ばした甲南大はＦＷ

⑦原宏樹の縦パスにＦＷ⑪原田昂志が抜け出して、ＧＫと一

対一を決め甲南大が先制。だが「時間が早すぎた」（原田昂）

これが波乱の幕開けとなる。立命大はここまで息を潜めて

いたＦＷ⑪坂本一輝がゴール前で本領発揮。立て続けに２ゴー

ルを奪う。しかし、甲南大はＭＦ⑩立川雄大が圧巻のキック

で距離のあるＦＫを決め再び同点に。その直後、スライディ

ングの反則で立川は２枚目の警告で退場。一人少ない中、Ｍ

Ｆ25岡本知也の得点で一度は立命大がリードするが、８３分

にはＤＦ⑤原田健太の角度のないセンタリングに最後は原田

昂。再び同点、甲南大の反撃もここまで。試合終了間際には、

ＦＷ２２篠永諒が引き離し、さらに坂本はハットトリックを

達成。終わってみれば、後半４５分だけで両チームあわせて

８ゴールという乱打戦を立命大が制した。

（文：フリーライター 久住 真穂）

先制点は大産大。開始１分、ＦＷ⑨鍔田有馬がこぼれ球を

押しんだが、ここから同大が反撃を開始する。ＦＷ⑪市川俊

治朗がＰＫで同点にすると、１７分には負傷した市川に代わっ

て入ったＦＷ⑬松田純也が決め逆転。２分後には、大産大の

ＤＦ⑤佐道哲也が２枚目のイエローで退場を余儀なくされる。

その後も同大は猛攻を続け、ＦＷ⑯辻智人がドリブルで切り

込み、開始３０分で３点リード。大産大は、これまで中盤の

ＭＦ⑩橘章斗からサイド突破し鍔田へという形を武器として

いたが、この試合では一人少ない状況に「完全に集中力が切

れているようだった」（ＭＦ⑧荒堀謙次）と寄せることも出

来ず苦しんだ。後半、ほとんどの時間で支配していた同大は、

途中交代のＭＦ43堤隆弘がパスで魅せる。ゴール前ＦＫでＤ

Ｆ④川野晃生をアシスト、６点目もゴールを演出。荒掘も強

引に奪ってのシュートなど最後まで手を休めない。交代で入っ

た３選手も得点に絡み、層の厚さを見せ付けた同大のワンサ

イドゲームで、きっちり３位をキープした。

（文：フリーライター 久住 真穂）

立命大 ５－３ 甲南大
■10月30日(土) 11:30 KICK OFF
＠西京極運動公園陸上競技場

◇出場選手◇
立命大 甲南大

21 迫田 洋一 1 織田 秀勝

5 前野 貴徳 28 山本 悠司

12 小関 教平(→ 2 渡部 寛) 4 綾川 友崇

4 藤原 広太朗 48 松本 充史

6 篠原 翔 5 原田 健太

17 雨森 理亮(→38 戸高 弘貴) 9 田中 大滋(→18 佐藤 正啓)

14 村上 巧 8 福原 博文

10 内藤 洋平 10 立川 雄大

25 岡本 知也 37 下田 尚平(→30 原田 直信)

26 淵本 翔太(→22 篠永 諒) 7 原 宏樹

11 坂本 一輝 11 原田 昂志

◆得点(アシスト)◆
甲南大 47分 11 原田 昂志 ( 7 原 宏樹)
立命大 55分 11 坂本 一輝 (10 内藤 洋平)
立命大 62分 11 坂本 一輝 (26 淵本 翔太)
甲南大 67分 10 立川 雄大
立命大 74分 25 岡本 知也 (10 内藤 洋平)
甲南大 83分 11 原田 昂志 ( 5 原田 健太)
立命大 87分 22 篠永 諒 ( 5 前野 貴徳,10 内藤 洋平)
立命大 90＋2分 11 坂本 一輝 (22 篠永 諒)



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年10月30日(土) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ関西国際大学

近畿大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大 ４－０ 関国大

■10月30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 関国大

16 金谷和幸 41 改森亮太

2 田中雄大 16 川北竜司

15 寺岡真弘 18 本田拓也

12 前田晃一 17 西田翼(→15 岡本龍典)

3 櫻内渚 2 岩井将大

33 海田佳祐(→9 奥田祐士) 6 梶本有三

7 岡崎建哉 7 野村惇貴(→8 洞ヶ瀬太一)

20 西山洋平 30 表隆太郎

8 藤澤典隆 11 呉島竜希

35 瀬里康和(→18 安藤大介) 14 蔵田岬平

36 保手濱直樹(→6 田中裕人) 9 中川宏太郎(→35 友利貴一)

◆得点(アシスト)◆

関西大 23分 36 保手濱 直樹 (33 海田 佳祐)

関西大 48分 35 瀬里 康和 ( 7 岡崎 建哉)

関西大 84分 3 櫻内 渚 ( 2 田中 雄大)

関西大 87分 18 安藤 大介

近畿大 ３－１ びわこ大

■10月30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 びわこ大

12 高石裕介 37 柴田大地

2 近石哲平 14 鳥濱誠司

5 松原優吉 15 但馬優斗

50 橋村卓朗 6 岡野雅俊

20 田中啓太 44 山本泰平(→39 大村祐介)

8 池亮磨 19 藤本義人(→33 竹内一貴)

16 小田原匡 36 河村大毅(→30 松田陸)

17 大北啓介 23 湯田逸友

13 藤本憲明(→9 前田竜太) 11 浅津知大

63 北野雅寛(→10 枝本雄一郎) 9 土井俊典

7 宮本宗弥(→11 皿谷圭史郎) 31 松田力

◆得点(アシスト)◆

びわこ大 28分 6 岡野 雅俊

近畿大 33分 7 宮本 宗弥

近畿大 53分 7 宮本 宗弥 (13 藤本 憲明)

近畿大 68分 13 藤本 憲明 ( 7 宮本 宗弥)

前節立命大に引き分けたものの後期は４勝1分けと無敗の関

西大。対して出場停止が４人と厳しい状況のなか今節を迎え

た関国大。関国大は前期の開幕戦で大敗しリベンジを狙う。

前半、豊富なタレントを擁する関西大が中盤を制する。し

かし関国大はＤＦラインと中盤のラインの距離を短く保ちＦ

Ｗに入るボールに厳しく対応。ここまで絶好調の関西大35瀬

里康和、36保手濱直樹の２トップに仕事をさせない。しかし

関西大は１瞬の隙を見逃さない。33海田佳祐のパスで裏に抜

けた保手濱が相手ＤＦを一人交わし冷静にゴールを決めた。

後半に入り同点に追いつきたい関国大であったが４８分、

関西大ＭＦ⑦岡崎建哉のパスから瀬里が決めて２点差。関国

大は点を取られても自分たちのサッカーを貫き関西大ゴール

を目指すもなかなか関西大ゴールを奪うことが出来ない。逆

に関西大は８４分にＤＦ②田中雄大のＣＫにＤＦ③櫻内渚が

ヘディングで、そして８７分に途中出場のＦＷ⑱安藤大介が

ＰＫで決めて試合を決定付けた。

関国大の守備に苦戦をした関西大であったが決めるべきと

きに点を決め力の差を見せつけた。

（文：関西学連 中野 聖史）

前節終了間際にゴールを許し、勝ち点３を逃した近畿大。

対して首位・阪南大から０－３から見事な逆転劇を見せ後期

初勝利をつかんだびわこ大。

立ち上がりから両チームが中盤での激しい攻守の切り替え

で速いスピードのゲーム展開となった。２８分、びわこ大は

ゴール前で得たＦＫをＤＦ⑥岡野雅俊が直接決め先制点を奪っ

た。前節からの勢いでこのままびわこ大ペースでいくと思わ

れたが５分後、近畿大ＦＷ⑦宮本宗弥が倒されて得たＰＫを

自ら決め近畿大が同点に追いついた。

後半に入り一進一退の展開が続くも、５３分に相手のミス

から近畿大ＭＦ⑬藤本憲明がＧＫと１対１になる。藤本のシュー

トはびわこ大ＧＫに防がれるものの、こぼれにつめていた宮

本が押し込み、近畿大が逆転に成功。更に６８分には裏に飛

び出した宮本が藤本にラストパス。これを確実に決めて３－

１と引き離す。びわこ大は前節ゴールを決めたＦＷ39大村祐

介らを投入し３バックに変更しゴールを狙う。終了間際には

岡野が先制点の再現となるＦＫでゴールを狙うも今度はクロ

スバーに阻まれた。近畿大が最後まで守備陣が集中力を切ら

さず得点を与えず逃げ切った。

（文：関西学連 中野 聖史）







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。



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・・・

■11月3日(水・祝)＠大阪長居スタジアム

第１試合 11:30 KICK OFF 同志社大学－近畿大学
安定した戦いぶりを見せる同大。ＭＦ⑧荒堀謙次は「交代選手も活躍して、良い形ができた」と前節を振り返る。４位近

畿大との直接対決にも、「まずはコンディションを整えたい」（荒掘）と気負いはない。近畿大の⑦宮本宗弥は「混戦して

いるんで、もう負けれない試合が続いている。次も勝ちたいと思います」と意気込む。

第２試合 14:00 KICK OFF 阪南大学－関西大学
阪南大のＭＦ⑥井手口正昭は「積極的に攻めて、でも攻守の切り替えを意識して。チームの成長に繋がるサッカーをして

いきたい」と先を見据えた戦い方を心がける。関西大の島岡健太監督は「阪南大学と、やっとゲームができるので、ちょっ

とでも勝ち点を縮められるような、相手(阪南大学)にちょっとでも、嫌がらせの出来るゲームが出来たらな」と直接対決に

望む。

■11月3日(水・祝)＠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 関西学院大学－関西国際大学
関学大ＦＷ⑨村井匠は「インカレに出るためには、残り全部勝たないといけない。練習から勝つことを意識して、粘り強

く関学大らしいサッカーをしていきたい」と気持ちを高めた。関国大の呉島竜希は次節に向け「失点をゼロで」と意気込む。

第２試合 14:00 KICK OFF 立命館大学－びわこ成蹊スポーツ大学
前節、逆転の末、大量得点で勝利した立命大。ＤＦ⑤前野貴徳は「びわこにはここ数試合、勝っておらず良い印象はない

が、９０分無失点、前から奪いに行ってゴールを奪いたい」と力強く語る。びわこ大の望月聡監督は「攻撃のフィニッシュ

の制度と守備の方でちょっとした連動、カバーの動きをやっていきたい」と今節への修正点をあげた。どちらに軍配があが

るか。

■11月3日(水・祝)＠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 大阪学院大学－甲南大学
劇的勝利で勢いに乗る大院大の藤原義三監督だが、「すぐ前線に蹴るのではなく、もっと繋いで攻めないと」と課題を挙

げる。「(甲南大の)原田は怖いが、まずは失点せずに」と残留に向け気を引き締めた。前節は、あと一歩及ばなかった甲南

大。それでも「縦パスの持ち味を出して得点できたことが収穫」と潮田晴司監督。大院大戦に向け、「少ないチャンスをも

のにしたい」と話す。

第２試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学－大阪産業大学
前節痛い敗戦を喫した桃山大・松本直也監督は「後ろに大きなミスが無ければ、難しい相手ではない。まずは良い守備か

ら、しっかりと自分たちのサッカーをしていきたい」と語る。一方の大産大、「入替戦を目指す状況になってしまったが、

気持ちを切り替えてやらないと。落とせないゲームが続くが」と櫛引実監督。勝ち点を伸ばせるか。

◆コメント取材◆

阪南大・桃山大・関学大・大院大（文：フリーランス 谷口 達也）

同大・立命大・大産大・甲南大（文：フリーライター 久住 真穂）

近畿大・関西大・びわこ大・関国大（文：関西学連 原 恵利）

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ
第７節みどころ




