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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月10日(土)・11日(日) 第2節

■４月１０日〈土〉＠鶴見緑地球技場《第１試合》１１：３０kick off 同志社大学－びわこ成蹊スポーツ大学

「しっかりスカウティングをして臨む(ＦＷ⑨角島康介)」と慎重な同大が「押し込まれた時が課題(ＦＷ⑦澤西宏典)」というびわこ大の

課題を突けるか。びわこ大はサイド攻撃に活路を見出したい。

《第２試合》１４：００kick off 大阪学院大学－桃山学院大学

「ミスが失点に繋っているのでそこを注意したい」ＤＦ⑤尾泉大樹としっかりと守りから入りたい大院大。「相手のサイドを狙う事をもっ

と意識する」ＭＦ⑥岡田翔太郎という桃山大の狙いは実るか。

■４月１１日〈日〉＠大阪長居スタジアム《第１試合》１１：３０kick off 関西大学－甲南大学

初戦を大量得点で勝利を飾った関西大。「甲南大はフィジカルが強そうな選手がいたので警戒したい。あとは自分たちがやるべきことを

やれば大丈夫（ＭＦ⑧藤澤典隆主将）」。対する甲南大の潮田晴司監督は「チャンスは少ない。そのチャンスを確実にものに出来たら」

と話す。軍配はどちらに上がるか。

《第２試合》１４：００kick off 関西学院大学－関西国際大学

開幕戦を３―０と順調なスタートを切った関学大。関国大戦に向けＭＦ⑩渡邊毅仁主将は「中盤に上手い選手が多いという印象なので、

プレスが鍵になると思う。90分集中して必ず連勝します！！」と力強く語った。一方、関西大相手に６失点と大敗を喫した関国大は「やは

り課題は守備。初戦はセンターバックで退場者を出してしまい、人手不足は否めないが、立て直したい（草木克洋監督）」。タレント揃い

の関学大攻撃陣を抑えることが出来るか。

■４月１１日〈日〉＠高槻市立萩谷総合公園サッカー場《第１試合》１１：３０kick off 阪南大学－近畿大学

「近大はもともと上手いチーム。（新加入の）松井（清隆）コーチが『魂』入れてるからね。タフな試合になるんじゃないかな(阪南大・

須佐徹太郎監督)」と昇格組の近畿大相手でも油断はない。「やってみないと分からないが、今日（立命戦）くらい頑張ってくれれば、め

ちゃめちゃな負け方はしないはず。うまくいけば引き分けられると思う(近畿大・田中幸雄監督)」、「阪南大はみんな上手いので、チー

ムで戦うしかない。誰か１人だけ注意して抑えてもダメだと思う(⑩枝本雄一郎主将)」と、近畿大は昨年度4位の阪南大に対して挑戦者の

気持ちで戦う。

《第２試合》１４：００kick off 立命館大学－大阪産業大学

「大産大に去年は負けていない。今日は阪南大に０－４だったが、先にチャンスを作ったのは大産大だったし、いいチームだと思う」と、

立命大⑤前野貴徳主将。一方、「立命とは去年０－３、０－１で点が取れてない。立命大は今季２トップが好調と聞いているし、そこを

どう抑えるか。去年とダブルボランチが代わっているのがどう出るか」とは、大産大・櫛引実監督。互いに相手を警戒する。

2010年度関西学生サッカーリーグ開幕！開幕ゴールは関学大⑲山内一樹(写真左)



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月3日(土)4日(日) 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ甲南大学

関西大学ＶＳ関西国際大学

関学大 ３－０ 甲南大

■4月3日（土）11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

関学大 甲南大
22 横江 諒 41 水口 弘史

3 津田 真吾 37 下田 尚平

35 高島 健人 22 下野 賢司

15 高松 功一 4 綾川 友崇

42 浦島 彰洋 5 原田 健太

20 熊木 翼(→10 渡辺 毅仁) 10 立川 雄大

5 桑野 裕士 18 佐藤 正啓

7 梶川 諒太 9 田中 大滋(→28 山本 悠司)

8 阿部 浩之 30 原田 直信

9 村井 巧 11 原田 昂志

19 山内 一樹(→14 松本 圭介) 34 辻本 裕也(→27 上月 拓也)

◆得点（アシスト）◆

関学大 6分 19 山内 一樹 （8 阿部 浩之）

関学大 72分 8 阿部 浩之

関学大 84分 14 松本 圭介 （7 梶川 諒太）

関西大 ６－１ 関国大

■4月3日（土）14:00 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

関西大 関国大
1 井川 貴光 21 藤井 一貴

2 田中 雄大 17 西田 翼(→20 渡慶次 力也)

28 藤原 賢士 3 小西 和樹

21 小椋 剛(→24 崔 勝虎) 5 向 意樹

4 川野 大介 4 増本 賢一

11 長友 宏次郎 8 洞ヶ瀬 太一

6 田中 裕人 7 野村 惇貴(19 比嘉 孝広)

8 藤澤 典隆(→10 西口 大輔) 10 原口 大佑

7 岡崎 建哉 6 梶本 有三

27 板倉 大地(→25 木村 一貴) 14 蔵田 岬平

17 金園 英学 11 呉島 竜希

◆得点（アシスト）◆

関西大 16分 27 板倉 大地 （ 2 田中 雄大）

関西大 28分 17 金園 英学

関西大 45分 7 岡崎 健哉

関西大 50分 17 金園 英学 （27 板倉 大地）

関西大 62分 27 板倉 大地 （17 金園 英学）

関国大 67分 14 蔵田 岬平 （11 呉島 竜希）

関西大 69分 17 金園 英学 （ 7 岡崎 健哉）

一年の幕開けを告げる試合が始まった。２連覇を目指

す王者関学大を迎え撃つのは、入替戦を勝ち抜いた甲南

大。前半５分、関学大ＦＷ⑲山内一樹がＤＦ③津田真吾

のクロスを胸でトラップし、「立ち上がりのいいときに

決められた。」とそのまま豪快に鮮やかなボレーシュー

トで開幕ゴールを決めた。関学大は攻撃の核となる関西

選抜組のＦＷ⑨村井匠、ＭＦ⑧阿部浩之、ＭＦ⑦梶川諒

太のコンビネーション抜群。数的優位を作り出し、相手

ＤＦを翻弄する。ＤＦを引き連れライン際をうまく利用

し、サイドから突破を図る息の合ったプレーは圧巻だっ

た。２・３点目は彼らのチャンスメイクから生まれ、初

戦の勝利に大きく貢献した。

一方の甲南大は得意のセットプレーやカウンター攻撃

のチャンスを生かすことができなかった。ＤＦ⑤原田健

太からロングボールが供給されるものの、２トップにボー

ルをうまくつなげられないことも痛かった。潮田晴司監

督は「チームの差。相手はスピードも速く、プレーの１

つ１つが正確。やはり２部とは違うなと感じた。」と苦

笑いを浮かべた。慣れないスピードなどに早く適応でき

るれば、１部リーグで一年間を戦えるチームへ成長を遂

げていくだろう。

(文：フリーライター 久住 真穂)

“個”の力を見せ付けられた試合であった。関西屈

指のタレント軍団になりつつある関西大。関西から

多の４名が全日本選抜に選ばれ、合流が遅れたため

「ぶっつけ本番状態（ＦＷ⑰金園英学）」だったが、結

果は６－１。１部初挑戦の関国大相手に、圧倒的な攻

撃力―個の力が顕著に現れた試合だった。

この日輝きを放ったのはＭＦ⑦岡崎建哉。関西大は４

－４－２のダイヤモンド型を採用し、岡崎がゲームメー

カーとなり、得点機を演出。さらに３点目は自らのＣ

Ｋを直接決めた。また、２年連続得点王の金園も黙っ

ていない。初戦からハットトリックを決め、「まずは

チームが優勝することが優先」と謙虚ながらも、３年

連続得点王へ意欲を見せた。

しかし、メンバーが入れ替わりまだ舵が取れていない

守備陣を、関国大は見逃さなかった。ＭＦ⑩原口大佑

が攻撃を組み立て、スペースを広く使い、サイドから

揺さぶりを掛け、６７分にはＦＷ⑭蔵田岬平のゴール

で一矢報いた。

第一試合も含めて、どのチームも攻撃陣は成熟度を増

しているのもの、気になったのは守備。ＧＫ、ＣＢの

メンバーが大幅に変わったチームが多い今期、守備陣

の連携強化が上位に勝ち残るポイントとなりそうだ。

(文：フリーライター 久住 真穂)



第88回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2010年4月3日(土)4日(日) 第1節

立命館大学ＶＳ近畿大学

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

阪南大 ４－０ 大産大

■4月4日（日）11:30 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

20 永井 鷹也 25 久良知 英範

5 岩本 知幸 3 熱田 拓也

19 飯尾 竜太朗 5 佐道 哲也

3 朴 帝宣 2 渡辺 弘城

8 長瀬 圭佑 6 清水 良平

6 井手口 正昭 4 浦川 祐基(→24 江口 直生)

30 可児 壮隆 10 橘 章斗

14 井上 翔太(→14 谷本 泰基) 11 西原 周平(→26 塩川 慎也)

22 池田 康彦(→ 9 中村 雄大) 7 宮本 健二(→17 寺東 宏典)

13 細野 元伸(→10 棚橋 雄介) 9 鍔田 有馬

◆得点（アシスト）◆

阪南大 40分 14 井上 翔太 （ 6 井手口 正昭）

阪南大 44分 9 中村 雄大 （13 細野 元伸）

阪南大 57分 14 井上 翔太 （19 飯尾 竜太朗）

阪南大 61分 9 中村 雄大 （ 6 井手口 正昭）

立命大 １－０ 近畿大

■4月4日（日）14:00 kick off ＠大阪長居第2陸上競技場

◇出場選手

立命大 近畿大
1 金山 隼樹 1 大西 勝俉

2 渡部 寛 5 松原 優吉

4 藤原 広太朗 6 松元 大将

5 前野 貴徳 3 桂田 光

6 篠原 翔 20 田中 啓太

17 雨森 理亮(→ 8 松田 直也) 2 近石 哲平

14 村上 巧 10 枝本 雄一郎

10 内藤 洋平(→25 岡本 知也) 8 池 亮磨

7 加藤 恒平 15 松本 惇史(→16 小田原 匡)

11 坂本 一輝(→ 9 登 弘幸) 9 前田 竜太(→ 7 田中 福彦)

18 伊藤 了 13 藤本 憲明(→11 皿谷 圭史郎)

◆得点（アシスト）◆

立命大 56分 5 前野 貴徳

大産大の阪南大対策は「４－１－４－１」システム。

⑥清水良平を４バックの前に置いてバイタルエリアを固

め、奪うと１トップのターゲット⑨鍔田有馬にシンプル

に当てる。この作戦が「はまった」（櫛引実監督）大産

大は阪南大の攻撃をはね返して攻撃に出るが、１８分に

⑪西原周平が左サイドを突破しＧＫと１対1となったが外

し、１９分にも鍔田の左足シュートが右ポストを叩き、

２度のビッグチャンスを決められない。すると大産大の

堅陣を前になかなかシュートで終われなかった阪南大も

目を覚まし攻撃がテンポアップする。そして、大産大の

中盤をハードワークで支えていた④浦川祐基がケガで退

いた直後の４０分、阪南大は右からのクロスをＭＦ⑭井

上翔太が胸トラップ＆スーパーボレーで決め先制すると、

交代したＦＷ⑨中村雄大がファーストタッチで決め２－

０と畳みかける。後半も高いポゼッションの阪南大は、

５７分には井上が角度のないところから、4分後にも中村

が豪快な一発で、それぞれ自身２点目で４－０とし試合

を決めた。負傷者の多い阪南大だが、１年のＭＦ30可児

壮隆、ＤＦ⑳永井鷹也は余裕さえ感じさせるプレーぶり。

選手層の厚さを誇示した初戦となった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

短１年で１部復帰した近大が、昨季３位の立命大に

挑んだ。「引き過ぎて受けてしまった(近大ＭＦ⑩枝本

雄一郎)」、「相手に合わせて蹴ってしまった（立命大

ＤＦ⑤前野貴徳）」と、両主将の言葉のようにゲームプ

ランが崩れたのは、開幕戦の緊張のためか。持ち前のパ

スサッカーができない立命大だが、１１分、２４分、２

５分、３４分と次々チャンスを作り、守っても近大のシュー

トを０に抑え、付け入るスキを見せない。

後半、先にチャンスを作ったのは近大だったが、４８

分⑩枝本のラストパスは荒れた芝でイレギュラーし通ら

ず、立命大・前野のミスパスを突いた５４分のショート

カウンターもＦＷ⑨前田竜太がシュートを外す。そして

立命大が先制したのはこの直後だ。５６分、ＦＫを直接

蹴り込んだのは、直前にミスでピンチを招き冷や汗をか

いた前野。近大の作ったカベの穴を見逃さず、見事に貴

重な１点を決めた。近大も前半とは異なり、立命大と互

角に渡り合い枝本を中心に両ワイドを使った攻めで同点

を狙ったが、ＦＷのシュートが１本、チーム合計で３本

では得点は遠かった。「悲観することはない（田中幸雄

監督）」と手ごたえを感じた敗戦で近大が何をつかんだ

かは次節以降で明らかになる。

（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4月3日(土)4日(日) 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ桃山学院大学

大阪学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

同 大 ３－１ 桃山大

■4月4日（日）11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

同 大 桃山大
1 堀之内 義博 1 紀田 祐典

2 林 佳祐 2 中嶋 亮

3 安川 有 3 田中 尚

12 小堀 誠也 4 宮内 豪

20 三浦 修 5 古川 将大

8 荒堀 謙次 14 山瀬 彰也(→36 中東 優治)

6 早坂 賢太 6 岡田 翔太郎

17 杉山 和毅(→67 志村 圭韓) 30 草野 雄也

7 東矢 尚仁(→ 9 角島 康介) 10 小倉 慎太郎(→18 須ノ又 諭)

16 辻 智人 7 宮澤 龍二(→ 8 井戸 環)

11 市川 俊治朗(→29 矢野 亮) 11 齋藤 達也

◆得点（アシスト）◆

桃山大 3分 3 田中 尚

同 大 27分 8 荒堀 謙次

同 大 58分 11 市川 俊冶朗

同 大 89分 9 角島 康介 （ 8 荒堀 謙次）

大院大 ２－２ びわこ大

■4月4日（日）14:00 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

大院大 びわこ大
21 太田 岳志 17 本田 豊

20 日高 大地 30 松田 陸

4 嶋尾 巨人 18 石橋 勇二

17 辻井 勇人 6 岡野 雅俊

5 尾泉 大樹 2 二戸 将

12 真鍋 裕也 11 浅津 知大(→ 9 土井 俊典)

102 大藪 晋平(→80 東 洸太郎) 36 河村 大毅

8 平岡 大毅(→90 川添 賢太) 15 但馬 優斗

6 高橋 周也 33 竹内 一貴(→14 鳥濱 誠司)

9 小野 真国(→23 山根 雄太) 7 澤西 宏典(→43 花房 僚)

10 四ヶ浦 寛康 32 日永田 祐作

◆得点（アシスト）◆

大院大 5分 6 高橋 周也 （ 5 尾泉 大樹）

びわこ大 12分 33 竹内 一貴

びわこ大 28分 7 澤西 宏典

（ 2 二戸 将 33 竹内 一貴）

桃山大 67分 5 尾泉 大樹

日本サッカー全体のレベルアップの為、日本協会技術委員

会からの申し出により、Ｊリーグを始め、今季から手を

使ったファウルが厳しく取られるようになった。

前日に行われた関学大と甲南大の試合もかなりの

ファウル数。その点を問うと、同大ＦＷ⑨角島康介

主将、桃山大ＭＦ⑥岡田翔太郎主将ともに「ミーティ

ングで話し合い、対策を考えた」と同じ回答。だが、

やはりその反則で試合は動く。同大が自陣深い位置

でＦＫを与えてしまう。桃山大は岡田が鋭いキック

を蹴り、ＤＦ⑤古川将大が頭で合わせる。一度は止

められたが、 後は、ＤＦ③田中尚が詰めて先制。

これで同大は戸惑いを見せたが、幸い早い段階で追

い付く。２７分、エリア内でＭＦ⑰杉山和毅がファ

ウルを獲得。ＰＫをＭＦ⑧荒堀謙次が決めた。後半

は互いにファウル数を減らしており、笛に対応して

試合を進めた。同大の追加点はまたＰＫ。エリア内

で倒されたＦＷ⑪市川俊治朗が自ら決めて桃山大を

突き放した。ここからは同大の流れ。８９分には、

コーナーでの時間稼ぎから裏をかいて角島がドリブ

ルシュート。これで試合を決着させた。望月慎之監

督は「勝ち点３が春の練習の成果」と言っていただ

けに安堵の表情だった。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

大院大の藤原義三監督は「開幕戦はやってみない

と分からない」と少し難しい表情の試合前。びわこ

大の望月聡監督は「開幕戦で緊張はすると思う。だ

からこそ基本的な事を忘れずに徹底したい」とシン

プルさの重要性を話した。先に不安を喜びに変えた

のは大院大。「練習に本格復帰したばかりでベスト

ではない」と言っていたＤＦ⑤尾泉大樹の、得意の

左足ＣＫからＭＦ⑥高橋周也が合わせる。開始わず

か３分。びわこ大もＣＫで反撃。１２分にＣＫから

ゴール前でスクランブル状態を作る。 後にＭＦ33

竹内一貴が触れたボールがラインを越える。同点に

して勢いを得たびわこ大は、大院大のＤＦライン裏

に矢継ぎ早にボールを供給。サイド、中央と仕掛け

た。それが実ったのは２８分。ＤＦ②二戸将の絶妙

のクロスをＦＷ⑦澤西宏典が「ファーを狙って体を

捻った」というダイビングヘッド。ＧＫの手の届か

ないところにシュートが飛び逆転。

これで苦しくなった大院大だが、６７分にＦＷ⑩四ヶ

浦寛康がエリア内でファウルを得る。このＰＫを尾

泉が冷静に決めて追い付く。ここから互いに攻め合

うも決定機をモノに出来ず。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）



連載：プレビュー＋
第1回 リーグ開幕

こんにちは。関西学生サッカー連

盟の幹事でびわこ成蹊スポーツ大

学2年の中野聖史です。

ここでは私が試合を見て感じたこ

とや現在関西学生サッカーで行わ

れていることなどを伝えていき

たいと思います。

第1回の今回は開幕についてです。

4月3日（土）に2010年度関西学生

サッカーリーグが開幕しました。

3日に行われた開会式では1部～3

部の全チームが入場し前年度優勝

の関西学院大学の渡辺毅仁主将が

選手宣誓を行いました。

続けて関西学院大学ＶＳ甲南大学。

関西大学ＶＳ関西国際大学の試合

が行われました。

これから1年間、長く熱い戦いが

繰り広げられます。

選手宣誓を行う

関西学院大学：渡辺毅仁主将

開会式での各大学イレブン



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～

★ 大 会 グ ッ ズ も 発 売 中 ★

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・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！

◆プレビューコメント取材◆

サッカーライター 貞永 晃二
（阪南大・大産大・立命大・近畿大）

サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ
（同大・桃山大・大院大・びわこ大）

フリーライター 久住 真穂
（関学大・甲南大・関西大・関国大）

～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。




