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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月25日(日) 第4節

■４月２５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 関西大学－びわこ成蹊スポーツ大学

関西大・島岡健太監督は「今は、自分たちのリズムにならないと上手くいかない感じだが、リズムが出なくても我慢できるように引っ張っ

ていくのが４回生、上回生の役割」とチームは連敗中だが経験豊かな４回生に期待をする。関西大を迎え撃つびわこ大は「意識するのは金

園。個人能力は劣るけれど、大事なのはチーム力だと思う」とＤＦ④佐藤友哉。勢いの出たびわこ大、２連勝を飾りたい。

《第２試合》１４：００ kick off 関西学院大学－大阪産業大学

関学大・成山一郎監督は「負けてしまったが、こんな時に下を向かずに次に進めるのが強いチームだと思う。次の大産大戦も関学のやり

方で何回も何回も挑んでいく」と前節喫した初黒星からの立て直しを誓う。対して大産大・櫛引実監督は「やはり残り５分のところを凌げ

るか。 後の勝負ができるかどうか」と語る。これが勝負の分かれ目になるだろう。

■４月２５日〈日〉＠山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ《第１試合》１１：３０ kick off 大阪学院大学－関西国際大学

大院大・藤原義三監督は「得点は出来ているので、まず守り。守備を修正しないといけない」と失点の多さの克服が狙い。３試合１１失

点と苦しい関国大。「守備は代える。そして、次こそは勝ち点３取りに行きます！」と草木克洋監督は意気込む。初勝利が待ち遠しい。

《第２試合》１４：００ kick off 立命館大学－同志社大学

立命大・前野貴徳主将は「同大相手には、天皇杯の出場権がかかわって来るので、結果を重視したい」と先を見据えて勝負に出る。３連

勝と好スタートの同大。望月慎之監督は「ポイントは攻守の切り替えのところ。立命戦は前野を警戒したい」と力強く語る。３連勝同士の

対戦、そして因縁の同立戦を制するのはどちらか。

■４月２５日〈日〉＠鶴見緑地球技場《第１試合》 １１：３０ kick off 桃山学院大学－近畿大学

桃山大・松本直也監督は「ウチは（内容が）良くなってきているので、近大の試合は見ていないが、やり方をもう一度研究して、しっか

り勝ちたい」と３連勝へ意欲を見せる。対して近大・田中幸雄監督「桃山大は強いし連勝しているからこわいチーム。でもやってみないと

分からないが同じようなタイプかな。ウチはこのままのメンバーでいかないとしょうがない。１勝してホッとせず油断しないようにしたい」

と好調桃山大相手に再び気を引き締めて挑む。

《第２試合》１４：００ kick off 阪南大学－甲南大学

阪南大・井手口正昭主将は、「点を取るべき場面で取れていない。もっと集中して戦いたい」とあくまで貪欲。対する甲南大・潮田晴司

監督は「相手が強いので試合の入り方に注意したい」と慎重な構え。勝敗は如何に。

写真：好調立命大を引っ張る前野貴徳主将



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月17日(土)18日(日) 第3節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ桃山学院大学

関西学院大学ＶＳ近畿大学

関西大 ０－１ 桃山大

■4月17日(土) 11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

関西大 桃山大
1 井川 貴光 21 圍 謙太朗

2 田中 雄大 5 古川 将大

28 藤原 賢土 4 宮内 豪

15 寺岡 真弘 3 田中 尚

19 中島 龍基(→20 西山 洋平) 2 中嶋 亮

7 岡崎 建哉 10 小倉 慎太郎( 7 宮澤 龍二)

6 田中 裕人 6 岡田 翔太郎

8 藤澤 典隆 15 面家 康生

25 木村 一貴(→18 安藤 大介) 14 山瀬 彰也

17 金園 英学 36 中東 優治

9 奥田 祐士(→ 3 櫻内 渚) 11 齋藤 達也(16 加藤 潤)

◆得点(アシスト)◆

桃山大 71分 10 小倉 慎太郎 (14 山瀬 彰也)

関学大 ０－１ 近畿大

■4月17日(土) 14::00 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

関学大 近畿大
22 横江 諒 1 大西 勝俉

3 津田 真吾 2 近石 哲平

25 沓掛 勇太 4 福田 俊太

15 高松 功一 5 松原 優吉

2 山根 佑介 3 桂田 光

5 桑野 裕士 10 枝本 雄一郎(→ 9 前田 竜太)

32 平川 直人(→20 熊木 翼) 8 池 亮磨

7 梶川 諒太 16 小田原 匡

8 阿部 浩之 17 大北 啓介

9 村井 匠 7 宮本 宗弥(70 岡崎 大輔)

14 松本 圭介(→10 渡辺 毅仁) 13 藤本 憲明(11 皿谷 圭史郎)

◆得点(アシスト)◆

近畿大 87分 11 皿谷 圭史郎 (70 岡崎 大輔)

前節、昇格組・甲南大に不覚の一敗を喫した関西大に

挑むのは桃山大。大院大に逆転勝ちした勢いそのままに

ひと泡吹かせたいところ。関西大有利と予想されたが、

ゲームを支配したのは桃山大だった。④宮内豪、③田中

尚のＣＢペアが関西大攻撃陣のキーマンＦＷ⑰金園英学

を厳重にマークし、ドイスボランチの⑮面家康生、⑥岡

田翔太郎がセカンドボール奪取で関西大の⑥田中裕人、

⑦岡崎建哉コンビを圧倒した。前線ではＦＷ36中東優治

がターゲットとしてのタスクを果たし、ＦＷ⑪齋藤達也

も虎視眈々とＤＦの背後を狙った。前半、金園に２本の

シュートを打たれたが、ピンチらしいピンチはそれくら

いで、前半を終えて桃山大に足りなかったのはただ得点

だけだった。

後半に入っても依然としてペースを握るのは桃山大。

前半わずかシュート２本の関西大はＦＷ⑱安藤大介を交

代投入するが、状況に変化は起きない。チャンスを逃し

続けた桃山大は、ようやく７１分に相手ＤＦの一瞬のス

キをついてＭＦ⑩小倉慎太郎が鮮やかなミドルを決め先

制すると、関西大が交代選手投入や、ポジションチェン

ジで流れを変えようとするところをかわし連勝を決めた。

敗れた関西大は思わぬ連敗となった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

開幕連勝の昨季の王者・関学大と、連敗スタート近畿

大との対戦。昇格組は昨季上位との対戦が続くため序盤

は苦しむが、２試合とも前半無失点と守備陣は健闘を見

せている。前半は荒れたピッチを考慮したか、ともにリ

スクを冒さずロングボールの多い大味な試合展開。関学

大はＦＷ⑨村井匠のポストプレーを狙うが、近畿大はＣ

Ｂ⑤松原優吉を中心にハイボールをはね返し、互いにチャ

ンスも少なく勝負は後半へ。

負傷から復帰の大北をボランチに入れた近畿大は「大

北が戻ってパスを回せたのは収穫（近畿大ＭＦ⑩枝本雄

一朗）」とボールロストも少なく、カウンターのリスク

も減り、後半も関学大と互角に渡り合った。だが残り30

分、関学大はＭＦ⑩渡辺毅仁を入れＭＦ⑧阿部浩之をＦ

Ｗへ。次第にボール支配を高め、連続した左・右ＣＫ、

ＦＫで圧迫し、ゴール前で幾度も空中戦が繰り返された

が、近畿大は集中を切らさない。そしてドラマは８７分。

関学大のＣＫをクリア、つないだ枝本から70岡崎大輔へ、

そして巧みに飛び出したＦＷ⑪皿谷圭史郎がＧＫを破る

チーム今季初ゴール＝決勝点。「近畿大の方が集中力も

気合いも上だった。でもシーズンは長い」とは敗れた関

学大・成山監督だった。

（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4月17日(土)18日(日) 第3節

立命館大学ＶＳ甲南大学

阪南大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大 ２－１ 大院大

■4月17日(土) 11:30 kick off ＠高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

阪南大 大院大
1 土師 一将 21 太田 岳志

5 岩本 知幸 20 日高 大地

20 永井 鷹也 17 辻井 勇人

19 飯尾 竜太朗 4 嶋尾 巨人

3 朴 帝宣 5 尾泉 大樹

6 井手口 正昭 12 真鍋 裕也( 10 四ヶ浦 寛康)

8 長瀬 圭佑 90 川添 賢太

30 可児 壮隆 6 高橋 周也

14 井上 翔太(15 窪田 良) 80 東 洸太郎(102 大藪 晋平)

9 中村 雄大(11 泉澤 仁) 9 小野 真国

13 細野 元伸(10 棚橋 雄介) 23 山根 雄太( 48 大槻 周平)

◆得点(アシスト)◆

阪南大 3分 9 中村 雄大 ( 3 朴 帝宣)

阪南大 32分 9 中村 雄大 (13 細野 元伸・ 1 土師 一将)

大院大 66分 9 小野 真国 (23 山根 雄太)

立命大 ４－１ 甲南大

■4月17日(土) 14:00 kick off ＠高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

立命大 甲南大
1 金山 隼樹 1 織田 秀勝

2 渡部 寛 37 下田 尚平

5 前野 貴徳 22 下野 賢司

4 藤原 広太朗 4 綾川 友崇

6 篠原 翔 5 原田 健太

10 内藤 洋平(26 淵本 翔太) 9 田中 大滋(45 西光 孝平)

14 村上 巧 8 福原 博文

8 松田 直也 10 立川 雄大

7 加藤 恒平(25 岡本 知也) 30 原田 直信(27 上月 拓也)

18 伊藤 了 34 辻本 裕也(18 佐藤 正啓)

11 坂本 一輝( 9 登 弘幸) 11 原田 昂志

◆得点(アシスト)◆

立命大 15分 5 前野 貴徳 ( 7 加藤 恒平)

立命大 19分 11 坂本 一輝 ( 7 加藤 恒平・ 14 村上 巧)

立命大 41分 14 村上 巧 ( 8 松田 直也)

甲南大 56分 11 原田 昂志

立命大 90分 26 淵本 翔太 (18 伊藤 了・ 6 篠原 翔)

開幕２連勝スタートを切った阪南大は、この日も攻撃

陣が好調。開始３分に、ＳＢ③朴帝宣が送ったクロスを

ＦＷ⑨中村雄大がボレーで合わせて、いとも簡単に先制

する。その後も、リズムの良いパスの展開で、サイドか

らの分厚い攻撃や、大院大ＤＦの裏を一気に狙うなど、

試合を支配し攻撃を続けた。

大院大は、藤原義三監督が「阪南大の攻撃を受けて、

ズルズルと後退しないように。」と心配していた点が的

中してしまう。３２分にも阪南大は、ＧＫ①土師一将の

ロングキックを、ＦＷ⑬細野元伸がフリックオン。絶妙

のタイミングで走り込んだ中村が、この日２点目を決め

た。攻め続ける阪南大は、幾度か決定機を迎えるものの、

シュートの精度を欠く。そうなると、サッカーの流れは

変わるもの。６６分。大院大ＦＷ⑨小野真国が、「ＧＫ

の位置が見えていた」という中距離のループシュートを

見事に決める。１点差に詰めた大院大は、球際に激しい

アプローチを繰り返し、力強く反撃に出る。

しかし、もう１点は遠く、試合終了のホイスッル。楽

な展開を、自ら苦しくした阪南大だが、それでも３連勝

でトップに立った。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

甲南大の潮田晴司監督が、「風下の前半だった事に注

意しなければならなかったが、試合の入り方が悪かった」

と悔やんだように、試合開始から立命大のペース。１５

分に、左ＳＢ⑤前野貴徳が、周囲とのコンビネーション

からエリア内に鮮やかにカットイン。左足を振り抜き先

制点をもたらす。

その勢いも冷めない１９分に、立命大に追加点。今度

は右サイドから崩して、ＭＦ⑦加藤恒平の折り返しをＦ

Ｗ⑪坂本一輝が押し込む。２９分には、甲南大が退場者

を出し、さらに立命大に流れが向く。４１分には、ＭＦ

⑧松田直也のボレーシュートがＭＦ⑭村上巧に当ってコー

スが変わり、ゴールに入る。圧倒的な立命大ペースだっ

たが、甲南大の士気は落ちなかった。１人少ない後半も、

運動量をアップさせて、立命大に対抗。ゴールに迫る場

面も作り出す。その気迫に圧されたか、５６分に立命大

はＰＫを献上。これを甲南大ＦＷ⑪原田昂志がしっかり

決めて１点を返す。その後、立命大は攻めあぐむ。甲南

大のカウンターにヒヤリとさせられる場面も何度か訪れ

た。ただ、甲南大が２人目の退場者を出し、さすがに試

合は決着。９０分に、ＭＦ26淵本翔太が４点目を決めて、

立命大が勝ち点３を得た。

（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4月17日(土)18日(日) 第3節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

同志社大学ＶＳ関西国際大学

びわこ大 ２－１ 大産大

■4月18日(日) 11:30 kick off ＠山城総合運動公園太陽が丘Ｂ

◇出場選手

びわこ大 大産大
1 林 将志 1 朴 寛明

30 松田 陸 25 久良地 英範

10 内野 貴志(→15 但馬 優斗) 13 道旗 久雄

5 佐藤 友哉 5 佐道 哲也

44 山本 泰平 2 渡辺 弘城

33 竹内 一貴(→19 藤本 義人) 4 浦川 祐基(24 江口 直生)

36 河村 大毅 6 清水 良平

6 岡野 雅俊 7 宮本 健二

11 浅津 知大(→ 7 澤西 宏典) 10 橘 章斗

23 湯田 逸友 11 西原 周平( 8 菅田 剛史)

32 日永田 祐作 9 鍔田 有馬(17 寺東 宏典)

◆得点(アシスト)◆

大産大 81分 8 菅田 剛史 ( 7 宮本 健二)

びわこ大 89分 23 湯田 逸友 (30 松田 陸)

びわこ大 90分 5 佐藤 友哉 ( 6 岡野 雅俊・30 松田 陸)

同 大 ３－１ 関国大

■4月18日(日) 14:00 kick off ＠山城総合運動公園太陽が丘Ｂ

◇出場選手

同 大 関国大
1 堀之内 義徳 21 藤井 一貴

2 林 佳祐 20 渡慶次 力也

3 安川 有 3 小西 和樹

4 川野 晃生 4 増本 賢一

15 中祖 昂(20 三浦 修) 5 向 意樹

6 早坂 賢太 8 洞ヶ瀬 太一(→14 蔵田 岬平)

8 荒堀 謙次 6 梶本 有三

17 杉山 和毅 7 野村 惇貴(15 岡本 龍典)

7 東矢 尚仁 10 原口 大佑

9 角島 康介(43 堤 隆裕 ) 11 呉島 竜希

16 辻 智人(11 市川 俊治朗) 9 中川 宏太郎(19 比嘉 孝広)

◆得点(アシスト)◆

同 大 2分 7 東矢 尚仁 ( 8 荒堀 謙次)

同 大 8分 9 角島 康介

同 大 33分 7 東矢 尚仁 ( 8 荒堀 謙次)

関国大 34分 19 比嘉 孝広 ( 7 野村 惇貴)

ともにここまで勝利がないチーム同士の対戦。この戦

いを制したのは、見事な逆転劇をみせたびわこ大だった。

びわこ大はＤＦの要・ＤＦ⑩内野貴志が復帰。内野が前

半３３分に相手との接触プレーで負傷するも、交代で入っ

たＤＦ⑮但馬優斗が初先発となった主将・ＤＦ④佐藤友

哉と息の合った守備できっちり抑えた。両チームともに

守備陣が安定し、前半はスコアレス。しかし後半、５５

分に大産大ＤＦ⑬道旗久雄がこの日、２枚目のイエロー

で退場。１人下げて生まれた広いスペースをＭＦ⑦宮本

健二がドリブルでかき乱していく。８１分、ＤＦ30松田

陸から奪ったボールを中へ切り込み、ゴール前に走りこ

んだＦＷ⑧菅田剛史へラストパス。交代直後の菅田が、

ここまで無得点だった大産大に待望のゴールを呼び込ん

だ。だが、びわこ大も黙っていない。松田が攻撃へ打っ

て出ると８９分、弾道の低いクロスで前線にいたＦＷ23

湯田逸友の足元へ。これを湯田がＤＦを振り切り、同点

に追いつく。さらにびわこ大は「勢いに乗った相手を１

０人で凌ぐのは難しかった」（大産大・櫛引実監督）と、

後のＣＫを佐藤に押し込まれ、２－１と逆転。びわこ

大がようやくリーグ初勝利を掴んだ。

(文：フリーライター 久住 真穂)

この試合、同大が出足から好調だった。試合開始

早々、ＭＦ⑧荒堀謙次のシュートがポストにあたり、

こぼれたところをＭＦ⑦東矢尚仁が決め１－０。さ

らに５分後には、ＭＦ⑥早坂賢太の強めのパスをＦ

Ｗ⑨角島康介がゴール前フリーで受け、早い段階で

追加点を奪う。３３分には東矢が自ら持ち込んで３

点目。しかし、そのリスタートを関国大がＭＦ⑩原

口大佑が中盤ではたいて、ＭＦ⑦野村惇貴を経由。

後はＦＷ⑲比嘉孝広が鮮やかに決め、わずか数十

秒の一瞬の隙を付いた格好で食らいついた。それで

も前半を終えて３－１とほぼ前半で試合が決まって

しまった。後半、同大は次々に選手交代したが噛み

合わず、関国大はスピードあるＭＦ⑭蔵田岬平が入っ

てから攻撃陣が活性化したが、簡単には追加点を取

らせてもらえなかった。

３連勝を飾った同大は先発組が交代した後は元気

がなくなってしまったのが次への課題だろう。一方

「攻撃と守備に隔たりがある。」（関国大・草木克

洋監督）と語るように、攻撃陣は苦しいながらもこ

こまで各試合で１得点挙げているが、３試合計１１

失点と守備陣にとっては厳しい結果。守備の改革が

急務となる。それぞれ課題が浮き彫りになった試合

になった。

(文：フリーライター 久住 真穂)



情報をとりあげてもらえることになりました ！

☆放送エリアは貝塚市・岸和田市・泉佐野市・熊取ですが

　 インターネットを使えばどこでも視聴可能・・・Let's hear it. ♪

　http://www.fm826kai.co.jp/info/radio.htm

★5月10日放送では、会場で受け付けや 放送をしている

　 準幹事の女の子た ちが 出演します !!

SENSHU JOLLY FM 「タムタムタイム」で関西学生サッカー

そしてその・・・広報委員が奮闘中の企画は・・・

関西学生サッカーチームストラップ発売開始！

関西学生サッカー情報がラジオで♪

「タムタムタイム」は毎週月曜20:00～20:55放送

DJ：アナデューサー TAMTAM 田村 正浩さん

5月1日（土）から

ついに発売を開始します！

1部リーグ会場と(有)CUBの

ホームページのみで限定で

販売します！

まずは数チームからの発売

となりますが、随時制作中！

ぜひお買い求めください。

まずはゲートの販売所へGo

4月19日放送では、

広報委員の2人（飯野君・

関西大4年、森橋君・立命

大3年）らが出演し、広報

委員としての裏話などを
しました。アシスタントも

今年から準幹事となった

西山さん（立命大4年）が

務めました！

イメージはこんな感じ・・・

(有)CUB http://www.cubs.jp/

連載：プレビュー＋
第３回 関西選手権

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。

今回は関西選手権についてお伝えします。

関西選手権は４月４日に一次トーナメントが開幕しました。

２・３部のチームが５月２２・２３日から行われる決勝トー

ナメントに向けしのぎを削りました。

そして先週一次トーナメントの最終戦が行われ大阪体育大学、

姫路獨協大学、京都産業大学、大阪教育大学の４チームが決

勝トーナメントに駒を進めました。

決勝トーナメントでは１部１２チームと一次トーナメントを

勝ち抜いた４チームの計１６チームで第３４回総理大臣杯全

日本サッカートーナメントの出場権(３チーム)と関西一の称

号を目指し戦います。

関西選手権はリーグとは違い一発勝負のトーナメント。リー

グとは違う戦いが見れるのも関西選手権の面白いところだと

思います。決勝トーナメントの一回戦は５月２２・２３日各

大学グランドで行われます。ぜひ会場に足を運びご観戦下さ

い。



節 日程 時間 会場
11:30 関西大 - びわこ大
14:00 関学大 - 大産大
11:30 大院大 - 関国大
14:00 立命大 - 同大
11:30 桃山大 - 近畿大
14:00 阪南大 - 甲南大
11:30 関西大 - 近畿大
14:00 関学大 - びわこ大
11:30 阪南大 - 同大
14:00 立命大 - 関国大
11:30 桃山大 - 大産大
14:00 大院大 - 甲南大
11:30 関西大 - 大産大
14:00 関学大 - 桃山大
11:30 同大 - 甲南大
14:00 立命大 - びわこ大
11:30 大院大 - 近畿大
14:00 阪南大 - 関国大
11:30 近畿大 - 関国大
14:00 関学大 - 同大
11:30 桃山大 - 甲南大
14:00 大院大 - 大産大
11:30 阪南大 - びわこ大
14:00 関西大 - 立命大
11:30 同大 - 近畿大
14:00 立命大 - 桃山大
11:30 大産大 - 関国大
14:00 びわこ大 - 甲南大
11:30 関西大 - 阪南大
14:00 関学大 - 大院大
11:30 大産大 - 甲南大
14:00 びわこ大 - 近畿大
11:30 関西大 - 同大
14:00 関学大 - 阪南大
11:30 桃山大 - 関国大
14:00 立命大 - 大院大
11:30 びわこ大 - 関国大
14:00 関学大 - 立命大
11:00 阪南大 - 桃山大
13:30 関西大 - 大院大
11:30 近畿大 - 甲南大
14:00 同大 - 大産大
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

※第10節の長居ス会場は会場の都合により他会場と試合時間が違います。

※全試合有料開催。

　 但し、第4節～第8節は感謝節として、また、太陽B・三木・堺会場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

10
6月12日（土）

三木防災

長居スタジアム

6月13日（日） 堺SNTC

明石陸上

9

5月15日（土） 鶴見緑地

5月16日（日）
堺SNTC

鶴見緑地

鶴見緑地

高槻萩谷

8
5月8日（土）

太陽陸上

鶴見緑地

5月9日（日） 堺SNTC

7
5月4日（火・祝）

6 5月1日（土）

長居スタジアム

西京極

堺SNTC

5月5日（水・祝）

4 4月25日（日）

堺SNTC

太陽Ｂ

鶴見緑地

5 4月29日（木・祝）

長居スタジアム

堺SNTC

鶴見緑地

2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ（1部・前期）日程

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～

★ 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
（関学大・関西大・桃山大・近畿大）

サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ
（立命大・阪南大・大院大・甲南大）

フリーライター 久住 真穂
（同大・びわこ大・大産大・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。




