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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年6月12日(土)・13日(日) 第10節

■６月１２日(土)＠三木総合防災公園陸上競技場《第１試合》１１：３０ kick off びわこ成蹊スポーツ大学－関西国際大学

びわこ大・松田保総監督前節終了後「ケガ人などでメンバーが揃わない。メンバー探しの苦労中。相手がどこであろうと全

力を尽くすだけ」と語った。対して前節リーグ初勝利を挙げた関国大。「チームの結束力が結果となった。あとはディフェン

スラインで先手をとれれば」と増本賢一主将は話す。２連勝といきたい。

《第２試合》１４：００ kick off 関西学院大学－立命館大学

９節までの戦いを冷静に振り返った関学大ＦＷ⑨村井匠は、「セットプレーでの切り替えの速さに気を付けたい」と、勝利

のために克服すべき課題を挙げた。立命大ＤＦ⑤前野貴徳主将は「９節は前半シュート１本で、それがゴールになったが、追

加点を取ることが課題。」と決定力不足を指摘。大量得点を狙いたい。

■６月１２日(土)＠大阪長居スタジアム《第１試合》１１：３０ kick off 阪南大学－桃山学院大学

「点を取った後に、気持ちが切れる事がある。そこは引き締めたい」とゴールラッシュを続ける阪南大⑩棚橋雄介。連勝街

道は続くか。桃山大ＭＦ⑥岡田翔太郎主将は「前節は自分たちらしさを欠いていた」と口にした。今節は首位・阪南大に挑む。

《第２試合》１４：００ kick off 関西大学－大阪学院大学

中盤の底で関西大を支える⑥田中裕人は「日本一を目指すのが関大。そのために、もっと自分たちのサッカーを追求したい」

と高い目標へのこだわりを見せた。今年も様々な選手をコンバートしてきた大院大。前節は引き分けにも「兆しが見えた」と

藤原義三監督は語る。

■６月１３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 近畿大学－甲南大学

近畿大・田中幸雄監督は「下位との対戦だが、みな力は同じくらいで、やってみないと分からない。手を抜くなんてあって

はならないこと」と気を引き締める。関西選手権では２回戦敗退も、久々に勝利を味わった甲南大学。ＦＷ⑦原宏樹は「まだ

確立されたものはないが、リーグ残り２節はセットプレー重視で臨みたい」と意気込む。

《第２試合》１４：００ kick off 同志社大学－大阪産業大学

「９０分を通して走り切れない部分と、ビルドアップの部分が課題」とチームの心臓のＭＦ⑧荒堀謙次。同大はその部分を

高めて一気に上位を狙う。大産大・櫛引実監督は「フレッシュな選手を多めに出しつつ、勝つことができれば自信になる」と

話す。関西選手権を制した同大からの勝利を狙う。

写真協力：藤田望



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年5月15日(土)16日(日) 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪産業大学ＶＳ甲南大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ近畿大学

大産大 １－０ 甲南大

■5月15日(土) 11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

□出場選手

大産大 甲南大
1 朴 寛明 1 織田 秀勝

27 蘆田 貴大 37 下田 尚平

5 佐道 哲也 4 綾川 友崇

22 小川 翼 22 下野 賢司

2 渡辺 弘城 5 原田 健太

6 清水 良平 6 片岡 大樹(→ 9 田中 大滋)

24 江口 直生 10 立川 雄大

7 宮本 健二(→26 塩川 慎也) 8 福原 博文

10 橘 章斗 30 原田 直信

12 川西 誠(→15 藤井 大貴) 27 上月 拓也(→57 北上 浩之)

19 夏苅 光平(→ 9 鍔田 有馬) 7 原 宏樹

◆得点(アシスト)◆

大産大 32分 12 川西 誠

びわこ大 ０－１ 近畿大

■5月15日(土) 14:00 kick off ＠鶴見緑地球技場

□出場選手

びわこ大 近畿大
1 林 将志 12 高石 裕介

30 松田 陸 2 近石 哲平

5 佐藤 友哉 4 福田 俊太

15 但馬 優斗 5 松原 優吉

44 山本 泰平 3 桂田 光

19 藤本 義人(→20 若松 宏之) 8 池 亮磨

6 岡野 雅俊 13 藤本 憲明(→24 西堀 哲也)

36 河村 大毅(→33 竹内 一貴) 16 小田原 匡

11 浅津 知大 54 渡部 伊織(→17 大北 啓介)

23 湯田 逸友 10 枝本 雄一郎

43 花房 僚(→ 7 澤西 宏典) 7 宮本 宗弥(→11 皿谷 圭史郎)

◆得点(アシスト)◆

近畿大 83分 10 枝本 雄一郎(13 藤本 憲明)

開幕６連敗後、ここ２試合は１分１勝と調子が上向き

つつある大産大と、第２節・関西大戦に勝利して以来、

得点力不足に苦しみ６連敗中の甲南大の対戦。

試合は大産大のペースで進み、９分にはＤＦ22小川翼

がＣＫから豪快なオーバーヘッド、１９分にはＭＦ⑦宮

本健二がゴール前でフリーとなるがシュートはともにワ

クを外す。さらにＦＷ⑫川西誠が角度のないところから

狙うがこれも決まらない。甲南大は１３分にＭＦ30原田

直信が思い切ったドリブルからのシュートを放つが、前

半のシュートはこの１本だけ。そして３２分、大産大は

ＭＦ⑩橘章斗のブレ球ミドルを甲南大ＧＫ①織田秀勝が

止め切れず、勘良く詰めた川西が難しい角度から３試合

連続弾を蹴り込み先制する。

甲南大は、後半スタートからＦＫ、ＣＫを活かして懸

命に１点を追う。だが、不運なポスト直撃やフリーヘッ

ドがワクを外れるなど惜しくも同点ゴールは決まらず、

逆に大産大にカウンターを許す。追加点こそ決められな

かった大産大だったが、終盤にＭＦ26塩川慎也を投入し、

甲南大のサイド攻撃を封じこみ２連勝。甲南大には関西

選手権と中断期間を活かしＦＷ⑪原田昂志ら負傷者の復

帰での巻き返しを期待したい。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

連勝の勢いといっていい。近畿大は１年で２部か

ら復帰した勢いをそのままに、１部定住校にぶつけ

て４連勝と白星を伸ばした。どこといってポジショ

ンに強みもない。ただ全員がひたすらにボールを追

い、ゴールを目指す。原動力はそのひたむきさと粘

りである。

前半は個々の力で上回るびわこ大に中盤を支配さ

れ、再三左サイドからの攻撃に苦しんだ。しかしび

わこ大には「メンバーが固定できない。今は全てに

模索中。だからチャンスの糸口が出来ても決められ

ない。またはシュートが単発になってしまう」（松

田総監督）悩みがあって決定的チャンスを手にする

ことが出来なかった。

後半、徐々に近畿大はペースをつかみ始めた。前

半を耐えたことがＦＷ⑩枝本雄一郎、ＭＦ⑬藤本憲

明、ＦＷ⑦宮本宗弥、交代したＦＷ⑪皿谷圭史郎ら

の動きが活発化するとともにパスがつながり始めた。

そして決勝点は後半３８分。速いパスが左サイドに

展開した藤本につながり、すぐゴール前の枝本にセ

ンタリング。枝本がなんなく決めた。今後の近畿大

には自らのロスを省みず、ひたすらに突き進む姿勢

を持続して 欲しい。

(文：関西学連)



第88回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年5月15日(土)16日(日) 第9節

関西学院大学ＶＳ阪南大学

関西大学ＶＳ同志社大学

関西大 ２－２ 同 大

■5月16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

関西大 同 大
1 井川 貴光 1 堀之内 義博

2 田中 雄大 2 林 佳祐

28 藤原 賢土 3 安川 有

21 小椋 剛 5 佐川 雅也(→12 小堀 誠也)

3 櫻内 渚 20 三浦 修

19 中島 龍基(→ 9 奥田 祐士) 6 早坂 賢太

7 岡崎 建哉(→30 片岡 道則) 8 荒堀 謙次

6 田中 裕人 17 杉山 和毅(→10 徳丸 敬紘)

8 藤澤 典隆 7 東矢 尚仁

27 板倉 大地(→25 木村 一貴) 9 角島 康介

17 金園 英学 11 市川 俊治朗(→16 辻 智人)

◆得点(アシスト)◆

関西大 8分 17 金園 英学( 2 田中 雄大)

同 大 9分 8 荒堀 謙次

関西大 25分 19 中島 龍基

同 大 28分 8 荒堀 謙次( 6 早坂 賢太)

関学大 １－３ 阪南大

■5月16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

関学大 阪南大
22 横江 諒 1 土師 一将

3 津田 真吾 5 岩本 知幸

13 高橋 宏次郎 20 永井 鷹也

35 高島 健人 19 飯尾 竜太朗

15 高松 功一 3 朴 帝宣

12 花井 慎吾(→42 浦島 彰洋) 6 井手口 正昭

5 桑野 裕士(→10 渡辺 毅仁) 8 長瀬 圭佑

7 梶川 諒太 30 可児 壮隆

31 関 晧平(→14 松本 圭介) 14 井上 翔太(→25 奥野 将平)

9 村井 匠 10 棚橋 雄介(→ 9 中村 雄大)

19 山内 一樹 13 細野 元伸(→24 大庭 裕平)

◆得点(アシスト)◆

阪南大 30分 10 棚橋 雄介

阪南大 49分 10 棚橋 雄介

阪南大 64分 10 棚橋 雄介(14 井上 翔太)

関学大 67分 15 高松 功一

各ポジションにタレントを揃える両チームの対決は、個人技が光

る好勝負となった。

試合は８分にいきなり動く。関西大の左ＳＢ②田中雄大のロングパ

スに抜け出したのが、エースストライカーのＦＷ⑰金園英学。同大Ｄ

Ｆ２人に挟まれながらも、強引にボールを運び、ＧＫを抜いた。金園

らしいパワフルなプレーで関西大に勢いが出るかと思われたが。１分

後に、同大ＭＦ⑧荒堀謙次が魅せる。関西大陣内のペナルティーエリ

アの外から、右足を振り抜く。「ニアの高い所を狙った」（荒堀）と

いうミドルシュートは、狙い通りのコースを射抜いた。ここから互い

に積極的に攻め合う展開になるが、フィニッシュに持ち込んでいたの

は関西大。追加点も関西大に入る。２５分、同大ＤＦのバックパスを

ＭＦ⑲中島龍基が奪い、ＧＫもかわして冷静に流し込む。これでも気

落ちせず、反撃したのが、同大。魅せたのはやはり荒堀。失点から３

分後。関西大陣内に入ってすぐの位置から、ロングシュートを放つ。

「ＧＫの位置は意識していた」（荒堀）という一撃は見事にゴールネッ

トに突き刺さる。

この試合の後半は、ボール支配の関西大と、カウンターの同大とい

う構図になる。関西大は上手く崩すのだが、シュートに持ち込めない。

一方、運動量が落ちた同大だが、中盤で奪ってからの速攻は鋭く、決

勝点が入ってもおかしくなかった。結局、熱戦は痛み分けとなったが、

観客は楽しめた一戦でもあった。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

試合後、関学大の成山一郎監督と、ＦＷ⑨村井匠ゲー

ムキャプテンは、「悔しいけど、完敗です」と口を揃え

た。それほどに阪南大は強かった。もちろん関学大も無

策でこの試合に臨んだわけではない。「スカウティング

した上で、阪南大の裏を取る動きへの対策などを１週間

やりました」（村井）と、圧倒的な攻撃力への備えは怠っ

ていなかった。ただ、個の力とその連動性で阪南大が上

回った。この試合でも阪南大のペースを作ったのはダブ

ルボランチ。ＭＦ⑥井手口正昭は圧巻の運動量でボール

を回収し、周囲に配球する。相棒であるＭＦ⑧長瀬圭佑

は、ボールを持つと関学大ＤＦと駆け引きをしてライン

の裏へのラストパスを狙う。加えて両ＳＨのテクニック

が高いため、攻撃のバリエーションが豊富。この試合で、

３０分、４９分、６４分にシュートを決めてハットトリッ

クを達成したＦＷ⑩棚橋雄介の冷静さも見事だったが、

そこまでのお膳立てが多彩であり、関学大は対応し切れ

なかった。それでも阪南大にも課題はある。６７分に関

学大ＤＦ⑲高松功一に中央から豪快にミドルを決められ

たように、少しペースダウンをしてしまう。特にこの２

試合はそれが目立つ。まだまだ改善点を残しながらも、

阪南大はリーグ９連勝で関西選手権に入る。

（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5月15日(土)16日(日) 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ関西国際大学

立命館大学ＶＳ大阪学院大学

桃山大 １－２ 関国大

■5月16日(日) 11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

□出場選手

桃山大 関国大
21 圍 謙太朗 31 市原 拓巳

5 古川 将大 5 向 意樹

4 宮内 豪 17 西田 翼

3 田中 尚 4 増本 賢一

2 中嶋 亮 3 小西 和樹

10 小倉 慎太郎(→11 齋藤 達也) 6 梶本 有三(→35 友利 貴一)

15 面家 康生 30 表 隆太郎

6 岡田 翔太郎 11 呉島 竜希

14 山瀬 彰也(→38 道上 隼人) 7 野村 惇貴(→26 稲垣 雄太)

7 宮澤 龍二 10 原口 大佑

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 23 北島 玄基(→19 比嘉 孝広)

◆得点(アシスト)◆

桃山大 32分 7 宮澤 龍二(36 中東 優治)

関国大 72分 35 友利 貴一(19 比嘉 孝広,30 表 隆太郎)

関国大 74分 10 原口 大佑(19 比嘉 孝広,35 友利 貴一)

立命大 １－１ 大院大

■5月16日(日) 14:00 kick off ＠鶴見緑地球技場

□出場選手

立命大 大院大
1 金山 隼樹 21 太田 岳志

5 前野 貴徳 20 日高 大地

4 藤原 広太朗 6 高橋 周也

2 渡部 寛 4 嶋尾 巨人(→ 24 大西 泰裕)

6 篠原 翔 14 小湊 貴裕

7 加藤 恒平 63 柿木 亮介

14 村上 巧 80 東 洸大郎(→ 7 河井 二三弥)

25 岡本 知也(→10 内藤 洋平) 5 尾泉 大樹

26 淵本 翔太(→27 宮本 徹) 9 小野 真国(→102 大藪 晋平)

11 坂本 一輝 48 大槻 周平

34 広住 祐也(→18 伊藤 了) 10 四ヶ浦 寛康

◆得点(アシスト)◆

立命大 27分 11 坂本 一輝( 7 加藤 恒平)

大院大 63分 10 四ヶ浦 寛康

ついに、この時が訪れた。長い連敗記録を更新し続けてい

た関国大に歓喜の瞬間がやってきたのだ。

試合は桃山大ペース。攻撃は上背あるＦＷ36中東優治がポ

ストとなり、ＦＷ⑦宮澤龍二が後ろから顔を出す形。３２分

には宮澤のキャノン砲がゴールネットを揺らす。その後、２

度ゴールを割るが、惜しくもオフサイドなど追加点とはなら

ず。これが試合の明暗を分けた。後半に入ると、ここまで粘

り強く戦い続けていた関国大は同時に２人選手交代し、流れ

が変わる。桃山大も気の緩みからか、ＤＦラインが甘くなり

７２分には守備陣のパスミス。それを30表隆太郎が前線で奪

い、逆サイドへ。ＦＷ⑲比嘉孝広が頭で落とした球をＭＦ35

友利貴一が押し込み１－１。さらに２分後、ドラマは起こっ

た。友利がサイドチェンジで前線へ。比嘉がゴール前へ放り

込むと走りこんでいたＭＦ⑩原口大佑が右足で地を這うゴー

ルで２点目が決まる。逆転弾はまさに理想のゴールと呼ぶに

相応しい美しいゴールシ－ンだった。桃山大は頼みのＦＷ⑪

齋藤達也を投入したが、深いＤＦラインや徹底マークにあい、

仕事をさせてもらえなかった。試合終了まで、関国大の決死

のクリアに桃山大も手が出ず。関国大は待ちに待った１部、

初勝利を挙げた。

(文：フリーライター 久住 真穂)

立命大は第６節の敗戦から２試合引き分け。今節もな

かなか波に乗れないチームを象徴するかのような試合だっ

た。前半、シュート数１。エースへと変貌を遂げたＦＷ

⑪坂本一輝の一発のみ。２７分の左サイドＭＦ⑦加藤恒

平の大きな放物線を描くシュートは、もはや相手ＧＫも

届かなかった。後半に入ると、ＳＢの⑥篠原翔が縦への

積極的な攻撃参加で流れを変えようとするが、シュート

に結びつかない。「追加点がほしい。それにはもうひと

ひねりアイデアが必要」とＤＦ⑤前野貴徳が振り返るよ

うに、引き離すことが出来なかった。後ろから前線へゴー

ルに直結する１本のパスを送ろうというあまりに、焦り

が出たのかもしれない。

一方の大院大は左足からのキックを武器とするＭＦ⑤

尾泉大樹をサイドハーフへコンバート。果敢に縦への突

破を試みた。今年はチーム事情でコンバートの多い大院

大だが、ＤＦ⑥高橋周也は中心に、ＤＦラインも安定し

てきた。「主力メンバーは３回生なのに、チームとして

まとまっている」と前野も好評する大院大。やはりそう

したチームの勝利への意識が６３分のＰＫを生んだといっ

てもいい。あとは、次の関西選手権へ向け、流れの中か

らゴールがほしい。

(文：フリーライター 久住 真穂)



第39回関西学生サッカー選手権大会
2010年6月6日(日) 決勝 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

決勝 大阪体育大学ＶＳ同志社大学

大体大 ０－２ 同 大

■6月6日(日) 14:05 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

大体大 同 大
1 松本 智広 1 堀之内 義博

2 皆口 裕司 2 林 佳祐

15 園田 健人 3 安川 有

4 濱上 孝次 4 川野 晃生

5 藤春 廣輝 20 三浦 修(→12 小堀 誠也)

6 相川 茂樹 6 早坂 賢太

7 廣岡 太貴(→26 中川 真也) 8 荒堀 謙次

8 村田 和哉 17 杉山 和毅

16 松澤 憲伸(→11 脇 睦) 7 東矢 尚仁

19 山本 大稀 16 辻 智人(→27 見宝 憂)

22 渡邉 悠介(→10 川西 翔太) 11 市川 俊治朗(→ 9 角島 康介)

◆得点(アシスト)◆

同 大 12分 17 杉山 和毅( 7 東矢 尚仁)

同 大 70分 7 東矢 尚仁(17 杉山 和毅)

「先制点が大きかった」敗れた大体大・坂本総監督の

言葉がこの試合を言い表していた。１１分、同大は

「（ＣＫが）来ると思った」というＭＦ⑰杉山和毅のア

クロバティックなシュートで幸先良く先制し、その後も

ペースを握る。なんとか流れを変えたい大体大は準決勝

で２得点のスーパーサブ、長身ＦＷ⑪脇睦を３７分に投

入し前線に基点ができると、４０分過ぎには連続してチャ

ンスを作るなど徐々に巻き返していく。

だが後半の同大はＦＷ脇とチャンスメーカーの⑧村田

和哉を厳しく見張り、大体大にスキを与えることなく試

合を進め、狙うは速攻とセットプレーからの追加点。ま

んまとその狙いが的中したのは７０分。右サイドの杉山

のＦＫをファーサイドでＭＦ⑦東矢尚仁がヘッドで合わ

せＧＫの頭上を抜く２点目をゲットし、直後にも分厚い

波状攻撃で大体大ゴールを脅かした。終盤、大体大はＦ

Ｗ⑩川西翔太を送り前線の高さを活かしたかったが、絶

好機もシュートミスで逃すなど焦りも手伝って無得点の

ままタイムアップ。杉山が「流れの中で失点していない」

と４試合２失点の守備陣への感謝を口にしたように も

攻守にバランスのとれていた同大の優勝で、大会は幕を

閉じた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）



総理大臣杯出場決定戦とも言うべき３位決定戦。関学大は

準決勝途中出場の27井林章をＣＢに入れ、Ｕ－２１日本代表

の⑧阿部浩之をＦＷでなく中盤左サイドに置いた。対する近

畿大も準決勝ではＦＷスタートだったエース⑩枝本雄一郎を

これもサイドハーフ起用。ともに中盤が勝敗のカギとにらん

だのか。

関学大は阿部が積極的なシュートで口火を切るが、先に決

定的な場面を迎えたのは２２分の近畿大。ＦＷ⑪皿谷圭史郎

のボレーが惜しくもバーをヒットした。そして２８分、右Ｃ

Ｋに頭から飛び込んだのは⑬高橋宏次郎。成山監督が「 も

伸びた」と評価するＣＢの先制点で関学大がリードを奪う。

だが近畿大にとってより悔やまれるのはわずか５分後に阿部

に２点目を喫したこと。２－０で関学大は「負けられない」

プレッシャーを払拭し、のびのびしたプレーで試合を支配し、

後半に入っても自らのペースで進めていく。そして５８分、

ＤＦとＧＫの間に落としたＭＦ③津田真吾のパスに誰よりも

早く反応した阿部が冷静に３点目を決め、勝敗はほぼ決した。

交代カードを切り追撃する近畿大は枝本のＰＫでなんとか１

点を返すが焼け石に水。完勝した関学大は８年ぶりに「夏の

全国」を戦う。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

関学大 ３－１ 近畿大

■6月6日(日) 11:00 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

関学大 近畿大
22 横江 諒 12 高石 裕介

3 津田 真吾 4 福田 俊太

13 高橋 宏次郎 5 松原 優吉

27 井林 章 6 松元 大将

15 高松 功一 3 桂田 光

5 桑野 裕士 10 枝本 雄一郎

12 花井 慎吾 11 皿谷 圭史郎

7 梶川 諒太(→19 山内 一樹) 17 大北 啓介(→43 高 崇彰)

8 阿部 浩之 33 水谷 尚貴

9 村井 匠 7 宮本 宗弥(→70 岡崎 大輔)

14 松本 圭介(→42 浦島 彰洋) 13 藤本 憲明

◆得点(アシスト)◆

関学大 28分 13 高橋 宏次郎( 7 梶川 諒太)

関学大 33分 8 阿部 浩之( 9 村井 匠)

関学大 58分 8 阿部 浩之( 3 津田 真吾)

近畿大 80分 10 枝本 雄一郎

第39回関西学生サッカー選手権大会
2010年6月6日(日) 3位決定戦 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

３位決定戦 関西学院大学ＶＳ近畿大学



2010年度 第34回 総理大臣杯
全日本大学トーナメント

夏の王者に向け７月４日より開幕！関西代表３校決まる

同志社大学(２年連続１３回目)

大阪体育大学(２年ぶり１６回目)

関西学院大学(８年ぶり１０回目)

総理大臣杯に向けての意気込み

望月慎之監督

「まずは１回戦突破。高い目標はベスト４入り

ですね」

荒堀謙次選手

「去年１回戦で負けているので、チャレンジャー

として浮かれない気持ちでしっかり戦いたい」

総理大臣杯に向けての意気込み

坂本康博総監督

「１試合、１試合気持ちをぶつけるだけ。発展途

上のチームなので（いろいろ）経験させて、痛い

目にあって、という繰り返しだと思う。なんとか

勝たせてやりたいがそんなに甘くはない」

総理大臣杯に向けての意気込み

成山一郎監督

「関西の代表で出させてもらえるので頑張りたい。インカレで

負けて関東のチームとぜひやりたい」

高橋宏次郎選手

「大学に入って全国大会は初めてで楽しみです。去年チームは

インカレで駒沢に負けているので倒したい。（高校後輩の松岡

のいる）明治ともやりたいですね」

井林章選手

「去年のインカレはケガで出られなかったので、全国大会でやっ

て、自分の課題をもっとみつけたい」

関西選手権、決勝・３位決定戦の結果は次ページから→



関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！

２０１０年度 第３４回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

７月、ここ関西で熱く開催

１回戦 ７月４日（日）長居スタジアム・堺ＳＮＴＣ・三木防災・西京極

２回戦 ７月６日（火）長居第２・堺ＳＮＴＣ

準決勝 ７月８日（木）長居スタジアム

決勝戦 ７月１０日（土）長居スタジアム

◆出場校◆

北海道代表：札幌大学（２年連続２２回目）

東北代表：仙台大学（３年ぶり２６回目）

北信越代表：新潟経営大学（２年ぶり４回目）

関東第１代表：明治大学（６年ぶり９回目）

関東第２代表：駒澤大学（２年連続１３回目）

関東第３代表：慶應義塾大学（１２年ぶり７回目）

関東第４代表：国士舘大学（３年連続１８回目）

関東第５代表：流通経済大学（２年ぶり７回目）

東海代表：中京大学（２年ぶり１９回目）

関西第１代表：同志社大学（２年連続１３回目）

関西第２代表：大阪体育大学（２年ぶり１６回目）・

関西第３代表：関西学院大学（８年ぶり１０回目）

中国代表：環太平洋大学（初出場）

四国代表：高知大学(１０年連続２０回目)

九州代表：福岡大学（２年連続２７回目）＆鹿屋体育大学（５年ぶり８回目）

＊第１代表、第２代表のいずれかは６月１２日に決定

全１６チーム代用による熱き戦い！

詳細は６月１２日、ＨＰにて発表予定！！



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 立命大 - 阪南大

14:00 関学大 - 関西大

11:30 関国大 - 甲南大

14:00 大産大 - 近畿大

11:30 桃山大 - びわこ大

14:00 大院大 - 同大

※全試合有料開催（6月20日は会場の都合により無料）。

11

6月19日（土）

長居スタジアム

高槻萩谷

6月20日（日） 堺SNTC

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ（1部・前期）最終節

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/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も掲示しており、また、試合前やハーフタイムにも放送しております。

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。

◆プレビューコメント取材◆
サッカーライター 貞永 晃二

（大産大・近畿大）

サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ

（関学大・関西大・阪南大・同大）

フリーライター 久住 真穂

（立命大・大院大、桃山大、関国大、甲南大）

関西学連（びわこ大）

いよいよ前期最終節
笑顔で折り返すのは！？

～全６試合必見！！～

＊6月19日＠長居スタジアムの第2試合は

第33回総合関関戦兼、

第55回関関サッカー定期戦と併催。

コミュニティ放送で放送予定！

＊詳細は連盟役員まで！




