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第88回関西学生サッカーリーグ
2010年5月1日(土) 第6節

■５月１日〈土〉＠大阪長居スタジアム《第１試合》１１：３０ kick off 関西大学－大阪産業大学

関西大・島岡健太監督は「大産大はいい結果が出ていないが、個々には能力、技術の高い選手がいる。相手が勝てていない

チームだからといってゆるい入り方をすると、間違いなくしんどいゲームになると思う」と気を引き締める。対する大産大・

櫛引実監督は「コンディションはもちろん、時間帯を考えたプレーを徹底したい」と語り、課題克服で勝ち点奪取に臨む。

《第２試合》１４：００ kick off 関西学院大学－桃山学院大学

関学大・成山一郎監督は前節終了後「２試合続けて試合の終り方が良くない。ビデオなどを見て反省して次に臨みたい」と

話した。終盤での戦い方が今後の鍵になる。対する桃山大、守備の要ＤＦ④宮内豪は「失点しなければ負けることはない。全

員守備でゼロに抑えられるようにします」と守りから入り、前年王者を倒しにかかる狙いだ。

■５月１日〈土〉＠西京極総合運動公園陸上競技場《第１試合》１１：３０ kick off 同志社大学－甲南大学

同大・ＦＷ⑨角島康介主将は連敗にも「一からやり直す」と前を向き今日の試合に臨む。一方、甲南大・潮田晴司監督は

「選手層の薄さが気になるが、居ない選手の分を全員でカバーして戦いたい」と、総力戦で勝負に出る必要性を掲げる。

《第２試合》１４：００ kick off 立命館大学－びわこ成蹊スポーツ大学

首位に立ったが立命大のＤＦ⑤前野貴徳主将は「自分たちのサッカーをする。それだけ」と気の緩みは無い。対して、びわ

こ大・望月聡監督は「立命大は一枚上だと思う。ウチはチャレンジャー。ちょっと調子もよくなっているので、少しくらい嫌

がられてるかなと思う。ハードワークすることでしてのリズムを崩せれば」と、好調立命大相手に勝利への意欲を見せる。

■５月１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 大阪学院大学－近畿大学

活躍が続く大院大・ＤＦ⑤尾泉大樹は、「ＧＷで連戦の方が良い。集中力も続くし、連勝の勢いも保てるので」と、一気に

対昇格組３連勝を狙う構え。 近畿大・田中幸雄監督は「（関西大に負けて）立て直すといっても明後日だから…」と語りな

がらも「大院大とは面白いゲームができるんじゃないかな（田中監督）」と一言。過密一戦目の明暗は如何に。

《第２試合》１４：００ kick off 阪南大学－関西国際大学

立命大に得失点差で首位を明け渡したものの好調・阪南大。ＭＦ⑭井上翔太は「相手に合わせず自分たちのサッカーをする」

と自信を見せる。一方、関国大の草木克洋監督は前節の大敗を受け「また作り直す」とメンバーの入れ替えを示唆。好転する

か。



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月29日(木・祝) 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ近畿大学

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大 ２－０ 近畿大

■4月29日(木・祝) 11:30 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

関西大 近畿大
1 井川 貴光 31 西牧 宏晃

2 田中 雄大 2 近石 哲平

3 櫻内 渚 4 福田 俊太

21 小椋 剛 5 松原 優吉

4 川野 大介(→28 藤原 賢土) 3 桂田 光

7 岡崎 建哉 10 枝本 雄一郎

6 田中 裕人 8 池 亮磨

20 西山 洋平(→19 中島 龍基) 16 小田原 匡

8 藤澤 典隆 17 大北 啓介

17 金園 英学 7 宮本 宗弥(→13 藤本 憲明)

25 木村 一貴(→ 9 奥田 祐士) 11 皿谷 圭史郎(→70 岡崎 大輔)

(→ 9 前田 竜太)

◆得点(アシスト)◆

関西大 80分 9 奥田 祐士( 3 櫻内 渚)

関西大 83分 8 藤澤 典隆(17 金園 英学)

関学大 １－１ びわこ大

■4月29日(木・祝) 14:00 kick off ＠大阪長居スタジアム

◇出場選手

関学大 びわこ大
22 横江 諒 1 林 将志

13 高橋 宏次郎 30 松田 陸

25 沓掛 勇太 5 佐藤 友哉

2 山根 佑介 15 但馬 優斗

15 高松 功一 44 山本 泰平

5 桑野 裕士 19 藤本 義人(→14 鳥濱 誠司)

7 梶川 諒太 6 岡野 雅俊

10 渡辺 毅仁(→42 浦島 彰洋) 36 河村 大毅(→ 7 澤西 宏典)

8 阿部 浩之 11 浅津 知大

9 村井 匠 23 湯田 逸友

19 山内 一樹(→18 中村 龍一郎) 32 日永田 祐作(→43 花房 僚)

◆得点(アシスト)◆

関学大 70分 9 村井 匠( 8 阿部 浩之)

びわこ大 90+1分 44 山本 泰平(30 松田 陸)

前節の勝利で連敗を２で止めた関西大。一方、関学大、桃

山大を連破し五分の星とした近畿大。好調同士と思われたが、

試合は一方的となった。美しい芝生に関西大のパスワークが

冴える。１・２タッチで次々に動くボールに、「怖がってＤ

Ｆが下がった」（田中監督）という近畿大はセカンドボール

も拾えず自陣に押し込まれたまま。だがパス本数では勝敗は

決まらない。関西大の前半の決定的な場面はＤＦ②田中雄大

のクロスがＦＷ⑰金園英学に渡った２本のみ。近畿大はシュー

ト１本が精一杯だったが０－０で後半へ。

Ｕ－１９代表合宿から戻った１年生３人をスタメンから外

した関西大は、後半開始からその１人、28藤原賢土をＣＢへ。

試合展開はほぼ前半の焼き直し。金園のヘッドは惜しくも決

まらない。さらに１年生ＭＦ⑲中島龍基を入れ左サイド高目

の位置からドリブルで仕掛けさせたが、田中雄の左足一撃は

ポストを痛打。そして３枚目の交代カード、ＭＦ⑨奥田祐士

が８０分、ようやくＤＦ③櫻内渚のラストパスから近畿大ゴー

ルをこじ開けて先制。３分後にも⑧藤澤典隆が抜け出し追加

点をゲット、２－０でタイムアップ、関西大は４位へと浮上

した。敗れた近畿大は後半もシュート１本と元気なく終わっ

た。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

３勝１敗とはいえ経験の少ない選手が多く安定感を欠

く関学大。対するびわこ大は、ここまで同格には１勝１

分だが、格上（同大、関西大）には完敗。この日も格上・

関学大戦とあって苦戦が予想されたが、ロスタイムにド

ラマが待っていた。あと数秒で１－０のまま逃げ切れた

はずの関学大。しかしびわこ大が左サイドから送ったボー

ルをゴールライン深くから30松田陸が折り返すと、ゴー

ル前で受けた44山本泰平が１タッチでＦＷのような素早

いターン。左足の一撃は右ＳＢのアシストを左ＳＢが決

めるというびわこ大の執念が結実した瞬間だ。

びわこ大は前・後半通じて互角以上の戦い。関学大の

決定機はトップ下に入った⑧阿部浩之の左右の足からの

２発。いずれもＧＫ①林将志のビッグセーブでびわこ大

は難を逃れ、攻めてはＭＦ⑪浅津知大が鋭いシュートを

放った。後半、均衡を破ったのは関学大。７０分、左コー

ナー付近からの阿部のクロスにＦＷ⑨村井匠は高く跳ん

でヘッドで合わせ先制ゴール。「阿部に感謝（村井）」

とエースは今季初ゴールを喜んだが、終盤の思わぬ失点

に試合後は悔しさ一杯。「これをいい経験にしないと」

と成山一郎監督も長い目で先を見据えて気持ちを切り替

えていた。

（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29日(木・祝) 第5節

立命館大学ＶＳ関西国際大学

阪南大学ＶＳ同志社大学

阪南大 ３－０ 同 大

■4月29日(木・祝) 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

阪南大 同 大
1 土師 一将 1 堀之内 義博

5 岩本 知幸 2 林 佳祐

20 永井 鷹也 3 安川 有

19 飯尾 竜太郎 4 川野 晃生

3 朴 帝宣 20 三浦 修

30 可児 壮隆 8 荒堀 謙次

6 井手口 正昭 6 早坂 賢太

25 奥野 将平( →8 長瀬 圭佑) 17 杉山 和毅(→11 市川 俊治朗)

14 井上 翔太(→24 大庭 裕平) 7 東矢 尚仁

11 泉澤 仁(→ 9 中村 雄大) 16 辻 智人(→ 9 角島 康介)

10 棚橋 雄介 55 杉山 健太(→29 矢野 亮)

◆得点(アシスト)◆

阪南大 4分 14 井上 翔太(11 泉澤 仁)

阪南大 79分 30 可児 壮隆

阪南大 82分 14 井上 翔太(10 棚橋 雄介)

立命大 ７－０ 関国大

■4月29日(木・祝) 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

立命大 関国大
1 金山隼樹 21 藤井一貴

5 前野貴徳 5 向意樹

2 渡部寛 4 増本賢一

4 藤原広太朗 3 小西和樹

6 篠原翔(→3 濱部孝大) 20 渡慶次力也

7 加藤恒平 6 梶本有三(→14 蔵田岬平)

10 内藤洋平(→26 淵本翔太) 22 小峠良太(→8 洞ヶ瀬太一)

14 村上巧 11 呉島竜希

8 松田直也 10 原口大佑

11 坂本一輝 7 野村惇貴

18 伊藤了(→13 藤田浩平) 19 比嘉孝広(→23 北島玄基)

◆得点(アシスト)◆

立命大 11分 11 坂本 一輝( 5 前野 貴徳)

立命大 36分 11 坂本 一輝( 5 前野 貴徳)

立命大 56分 7 加藤 恒平(18 伊藤 了)

立命大 69分 7 加藤 恒平( 8 松田 直也)

立命大 73分 11 坂本 一輝(26 淵本 翔太)

立命大 83分 13 藤田 浩平(26 淵本 翔太)

立命大 85分 11 坂本 一輝

開幕から４連勝の阪南大と、前節連勝が止まった同大

が対戦。

阪南大の先制点は４分。ＭＦ⑭井上翔太がＦＷ⑪泉澤

仁からパスを受け、中に切り込みミドルシュート。「狙っ

たところに決められた（井上）」という本人も納得のゴー

ルが突き刺さり、幸先良く先制する。しかしその後はな

かなかゴールを奪えず、こう着状態に。逆に同大に決定

的なチャンスを作られたが、ＧＫ①土師一将が好セーブ

を見せ、得点を許さない。守護神の踏ん張りに、チーム

が乗せられ、７９分にＭＦ30可児壮隆が決めると、８２

分には再び井上がゴールを挙げ、勝負を決定づけた。攻

守に安定感を見せつけ、５連勝。井上は「自分たちのサッ

カーができたことが結果につながった」と胸を張った。

一方の同大は阪南大を上回る１５本ものシュートを放っ

たが、前節に続き無得点で敗戦。先制された直後はチャ

ンスも作ったが、「リードされているという苦しい状態

を引きずってしまった」とＦＷ⑨角島康介主将は話す。

追いつきたい同大だったが、その後も反撃はできず。試

合の中で頻繁に選手がポジションを変えながら戦ったが、

角島主将は「単調だった」と敗戦に肩を落とした。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）

阪南大に続き５連勝を狙った立命大と１部初勝利

を目指す関国大との対戦は思いもよらない展開となっ

た。

立命大の前半の２得点はコピーを見ているかのよ

うだった。１１分、３６分の得点は共にＤＦ⑤前野

貴徳主将の左サイドからのＦＫをＦＷ⑪坂本一輝が

頭で合わせた得点。前野も「前半に２点取れて楽な

展開になった」と振り返る。精度の高い前野の左足

はこの日も健在だった。坂本も持ち前の決定力を発

揮し、この日は４得点。さらにＭＦ⑦加藤恒平が２

得点、途中出場のＭＦ⑬藤田浩平がゴールを挙げ、

前節までの総得点とほぼ同じ計７得点の圧勝劇。さ

らには無失点で、阪南大を抜き去り、ついに首位に

躍り出た。

一方の関国大は立命大の攻撃を止めることが出来

ず、開幕戦の６失点を上回る７失点を喫してしまっ

た。草木克洋監督は「失点が多すぎて試合プランが

ズ タズタ」 と嘆いた。 特に前半 の２ 得点 は 「あ り

得ない」と切り捨てた。後半だけで５点を奪われ、

突き放された。攻撃では技術の高い選手はそろって

いるだけに、守備の立て直しが求められる。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 阪西 直登）



第88回関西学生サッカーリーグ
2010年4月29日(木・祝) 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学

大阪学院大学ＶＳ甲南大学

桃山大 ３－０ 大産大

■4月29日(木・祝) 11:30 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

桃山大 大産大
21 圍 謙太朗 1 朴 寛明

5 古川 将大(→39 谷尾 一樹) 27 蘆田 貴大

4 宮内 豪 5 佐道 哲也

3 田中 尚 3 熱田 拓也

2 中嶋 亮 2 渡辺 弘城

10 小倉 慎太郎(→11 齋藤 達也) 14 大下 智也(→15 藤井 大貴)

6 岡田 翔太郎 6 清水 良平

15 面家 康生 10 橘 章斗(26 塩川 慎也)

14 山瀬 彰也(→38 道上 隼人) 7 宮本 健二

36 中東 優治 11 西原 周平(12 川西 誠)

7 宮澤 龍二 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)◆

桃山大 45+1分 36 中東 優治

桃山大 52分 36 中東 優治

桃山大 67分 36 中東 優治

大院大 ２－０ 甲南大

■4月29日(木・祝) 14:00 kick off ＠鶴見緑地球技場

◇出場選手

大院大 甲南大
21 太田 岳志 41 水口 弘史

20 日高 大地(14 小湊 貴裕) 5 原田 健太

4 嶋尾 巨人 4 綾川 友崇

24 大西 泰裕 22 下野 賢司

5 尾泉 大樹 28 山本 悠司

12 真鍋 裕也 9 田中 大滋(→30 原田 直信)

102 大藪 晋平 10 立川 雄大

6 高橋 周也 8 福原 博文

8 平岡 大毅(→46 福田 泰大) 37 下田 尚平

48 大槻 周平 34 辻本 裕也(→ 6 片岡 大樹)

23 山根 雄太(→73 大國 仁史) 7 原 宏樹

◆得点(アシスト)◆

大院大 63分 48 大槻 周平( 5 尾泉 大樹)

大院大 79分 73 大國 仁史

風の強い中、キックオフを迎える。大産大のＭＦ⑩橘

章斗は、「風も頭に入れて」と試合前に語ったが、その

通り、風上に立った大産大が攻めに出る。ターゲットマ

ンのＦＷ⑨鍔田有馬にボールを当て、その周囲を快足Ｆ

Ｗ⑪西原周平が走り回り、そこに橘が絡んでゆく攻撃は

ダイナミックであり、シュートシーンを多く作り出した。

しかし、攻めている時に得点出来ないと苦しくなるのが

サッカーの定石。前半終了間際。桃山大のＦＷ36中東優

冶が、大産大ゴール前での強引なキープから左足を振り

抜く。これがゴールネットを揺すって先制点となる。

「思い切ってシュートを打て」という指示を受けてピッ

チに立っていた中東は、５２分にも、相手のクリアミス

を左足でゴールに沈める。調子に乗ったストライカーは

止められない。６７分、桃山大ＤＦ②中嶋亮がエリア内

で倒される。その直後、ＰＫスポットに立っていたのは

中東。これを自信満々に決めてハットトリック。

桃山大は守備陣も、後半は安定。大産大にシュートを

１本しか許さずに完封。結果的に完勝を手にした。逆に

大産大は、勝ち点が未だに０と苦しい流れとなっている。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

両チームのエースストライカーが、出場停止や怪我で

不在であり、その穴を埋める選手の活躍が明暗を分けた。

前半からペースを握ったのは大院大。なかなか甲南大

を崩すまでには至らないものの、セットプレーからチャ

ンスを作り出した。対する甲南大は高速カウンターで対

抗。中盤で流動的なポジションを取っていたＭＦ⑧福原

博文が、ボールを持つと全体が加速。一気に大院大陣内

に攻め込む。ただ、フィニッシュにまでは持ち込めなかっ

た。ただ前半を通して見れば、ＤＦ⑤尾泉大樹の左足に

依存が強い大院大と、５バック気味になって攻撃に厚み

を出し切れなかった甲南大と、それぞれ課題も残した。

後半、アクセントを付けたのは、大院大。「左サイド

に張り付かず、右にも動くように指示を受けた」尾泉が、

プレーエリアを広げた事でチャンスが広がる。６３分、

ＣＫの流れから、慣れない右サイドでボールを受けた尾

泉は、相手ＧＫの頭を越すクロスを上げる。そこにダイ

ビングヘッドで飛び込んだのが、ＦＷ48大槻周平。狙い

がはまった先制点だった。追加点も尾泉が起点。左足で

速い弾道のＦＫを放り込むと、甲南大がクリアし切れず。

そこにＦＷ73大國仁史が詰めて追加点。 後は、きっち

りとボールをキープした大院大が、念願のクリーンシー

トで勝利。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）





関西学生サッカー未来・夢倶楽部 
 

                             
夢があるから目標がある 

目標があるから計画がある 

計画があるから行動がある 

行動があるから実績がある 

実績があるから反省がある 

反省があるから進歩がある 

進歩があるから喜びがある 

みんなで夢を実現しよう 

夢があるから強くなる 

「関西学生サッカー未来・夢倶楽部」お申し込みの手順 

 １．必要書類 

   ①関西学生サッカー未来・夢倶楽部入会申込書 

   ②顔写真 2cm×3cm（写真の裏に必ず氏名をご記入ください） 

    ③郵便振替払込書 

（専用の用紙は競技場で行われる公式戦の会場及び、未来・夢倶楽部事務局でご用意しています。） 

２．会費の振込 

  郵便局から、「郵便振替払込書」で「関西学生サッカー未来・夢基金」あてに終身会費

30,000 円をお支払いください。 

口座番号 00930-7-272254 ／ 口座名称 関西学生サッカー未来・夢基金 

＊専用の用紙（ゲートにご用意しています）をご使用頂くと手数料はかかりません。 

３．書類の投函 

   入会申込書及び、顔写真を同封のうえ、本倶楽部事務局あてに郵送してください。 

４．会員証が届きます 

      

会員証を呈示すれば、関西学生サッカー連盟主催・主管のすべての大会に無料で入場   

できます。各種式典にも参加可能 ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

お問い合わせは 

関西学生サッカー未来・夢倶楽部事務局 

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1－6－4 アビテ四ツ橋 203 

関西学生サッカー連盟事務局内 

Ｔｅｌ 06-6531-2030 

入会ご案内 

会則などの詳細は入場ゲートにご用意しています！ 



連載：プレビュー＋
第５回 Iリーグ

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５月２日に開幕するIリーグについてです。

Iリーグは多人数を抱える大学のサッカー部員に公式戦へ

の出場機会を与えるため、2003年から始まった大会です。

トップリーグに出場していない選手の更なる成長の為に行

われています。

またIリーグのIは“Independence”。トップのリーグより

一層、学生が中心となって日程調整や大会運営が行われて

います。

まずは３ブロックで前後期リーグ戦を開催。

リーグ後は上位チームが(各ブロック２位まで)1つの全国

大会への切符をかけ戦います。

年間を通したもう一つの熱い戦い…試合は大学グラウンド

で行われていますのでぜひIリーグも会場に足を運びご観

戦ください！

Iリーグの結果は関西学生サッカー連盟公式サイトで！

http://www.j ufa-kansai.jp/



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・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！

◆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・びわこ大・近畿大）

サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ
（大院大・桃山大・大産大・甲南大）

UNN関西学生報道連盟 阪西 直登

（立命大・阪南大・同大・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。




