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第40回関西学生サッカー選手権大会
2011年6月1日(水) 準決勝
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■6月1日(水) 14:30 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場
関西大学ＶＳ大阪体育大学

関西大の島岡健太監督は「大体大とはリーグ初戦でやっ

てます。コンスタントに力を出しているチームだと思う」

と大体大を警戒する。対して大体大の坂本康博監督は準々

決勝後「ＤＦラインがしっかりしていて崩れなかったの

が良かった。関西大には今日のようなゲームをやらない

ように引き締めて」と話す。

■6月1日(水) 17:00 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場
阪南大学ＶＳ桃山学院大学

阪南大の須佐徹太郎監督は「桃山大はメンバーを変えず、

しっかり攻守が出来ているチーム。相手の特徴を消して、

ファイトで負けないようにしたい」と意気込む。桃山大

の楚輪博監督は「次も自分たちのできることを忠実にや

るだけ。得点感覚も出てきたし、攻めのバリエーション

も上向きになってきた」と話す。

プレビュー協力：サッカーライター 貞永 晃二

フリーライター 久住 真穂



第40回関西学生サッカー選手権大会
2011年5月28日(土) 準々決勝 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ関西学院大学

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

関西大 ２－０ 関学大

■5月28日(土) 11:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

関西大 関学大

1 金谷 和幸 1 上田 耕治

2 都並 優太 3 井林 章

4 小椋 剛 5 桑野 裕士

23 寺岡 真弘 6 津田 真吾

3 櫻内 渚 15 加藤 龍平

7 岡崎 建哉 11 熊木 翼

6 田中 裕人 12 平川 直人

13 海田 佳祐 18 平山 翔太郎

19 中島 龍基 26 小幡 元輝(→ 7 梶川 諒太)

9 片岡 道則(→18 安藤 大介) 14 中村 龍一郎(→10 阿部 浩之)

17 奥田 勇太(→15 稲森 睦) 25 卯田 堅悟(→31 福本 侑大)

◆得点(アシスト)

関西大 4分 17 奥田 勇太

関西大 86分 18 安藤 大介(13 海田 佳祐)

阪南大 ３－１ 大産大

■5月28日(土) 13:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

阪南大 大産大

1 土師 一将 51 神園 優

35 朴 贊友 34 満生 充(→14 鈴木 峻太)

4 永井 鷹也 5 佐道 哲也

19 飯尾 竜太朗 3 門 大貴

26 藤内 建太 17 伊東 大志

5 岩本 知幸 20 道旗 久雄(→ 8 寺東 宏典)

8 窪田 良 7 清水 良平

18 奥野 将平 6 江口 直生

9 村山 拓哉(→14 井上 翔太) 23 塩川 慎也

11 泉澤 仁(→16 本多 勇喜) 30 中山 仁斗(→11 川西 誠)

10 中村 雄大(→34 小池 恭一) 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)

阪南大 23分 11 泉澤 仁(18 奥野 将平)

阪南大 40分 11 泉澤 仁

阪南大 65分 11 泉澤 仁

大産大 81分 6 江口 直生(11 川西 誠)

伝統の「関関戦」は今季２度目。リーグ第３節では、関学

大２度のリードを、関西大が都度追いつき終了間際の得点で

劇的勝利を挙げた。中断したリーグで首位を走る関西大に対

して関学大は７位。関西大有利が予想された。

試合は関西大が最初のチャンスを活かす。４分、ＭＦ7,岡

崎建哉の左ＣＫからＦＷ17,奥田勇太の豪快なヘッドが右ポス

トをヒット、リバウンドを奥田が再度頭で押し込んだ。「作

戦でした」（成山一郎監督）とＭＦ10,阿部浩之と7,梶川諒太

をベンチに温存し、後半勝負を目論んだ関学大にとって痛す

ぎる失点だ。追う関学大は、２５分頃から持ち前のハイプレ

スでボール奪取しペースを握るが、そこからの攻めにアイデ

アが乏しく得点の匂いはしない。

５４分、関学大は阿部と梶川を同時投入し攻撃へシフトアッ

プするが、やはり相手守備陣を崩すに至らない。関西大も２

トップの１人を下げ中盤を厚くし主導権を維持するが、追加

点には遠い。７３分、関学大は中央を上手く抜け出た阿部が

シュート。これを好調の続くＧＫ1,金谷和幸が見事にブロッ

クし、最大のピンチを脱した関西大は、８６分のＦＷ18,安藤

大介の貴重な追加点で関関戦連勝を決め、関西制覇に一歩近

づいた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

「組織が進化する中で“結果を求めていく”と今

大会に挑んだが、経験不足。出足が遅く、勝負の分

かれ目となった」と大産大・全信敏コーチ。３年ぶ

りの優勝を狙う阪南大が３－１と、ベスト４へ駒を

進めた。

関西選手権からは韓国の留学生・朴贊友がＤＦラ

インに加わるなど、怪我等で選手が入れ替わる中で

も勝ちあがってきた阪南大。「ＦＷ9,鍔田有馬には

やられてしまった」（須佐徹太郎監督）というよう

に、守備での不安はまだ隠せない。攻撃面において

は、怪我明けから復調のＦＷ 11,泉澤仁が、オフ・

ザ・ボールの良い動き出し・素早いシュート判断で、

この試合ハットトリックを達成した。大産大は、阪

南大に主導権を握られながらも、奪ってからの速い

カウンターで仕掛けるが、シュートも決め手を欠い

ていた。チャンスはあっても一歩遅く、阪南大との

差が表れてしまった。最後、ＭＦ6,江口直生が終了

間際ゴール前でＤＦの間をすり抜ける意地の１点を

返したが、リーグ戦の借りを返すことは出来なかっ

た。

（文：フリーライター 久住 真穂）



第40回関西学生サッカー選手権大会
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年5月28日(土) 準々決勝

大阪体育大学ＶＳ大阪学院大学

桃山学院大学ＶＳ同志社大学

大体大 １－０ 大院大

■5月28日(土) 13:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 大院大

21 森廣 泰彦 21 太田 岳志

2 池永 航 20 日髙 大地

4 濱上 孝次 4 嶋尾 巨人

3 菅原 渉 113 長友 啓悟

5 馬場 将大 23 川尻 晋

6 山本 大稀 12 真鍋 裕也(→64 吉田 実成都)

7 廣岡 太貴(→17 小竹 一輝) 7 望月 聖矢

20 山田 貴文 6 高橋 周也

18 田上 勇輝(→ 8 松澤 憲伸) 5 尾泉 大樹

22 渡邉 悠介 48 大槻 周平

10 脇 睦(→11 金 亨勲) 10 四ヶ浦 寛康(→27 神田 圭介)

◆得点(アシスト)

大体大 75分 10 脇 睦( 5 馬場 将大)

桃山大が絶好調。雨中戦という悪条件の中で、何より攻守

に安定感があった。中盤の優位を得点に結び付けて先手を取

り、同大に付け込ませるスキを与えなかったことが勝因の第

一だろう。桃山大は両サイドからの攻めを終始忠実に展開し

た。特に雨の中という条件下では愚鈍ともいえる単純な組み

立て、セカンドボールへの処理、選手間の意思疎通がいかに

重要かというゲーム運びを桃山大は見せたといっていい。ス

タートからペースは桃山大。同大は中盤での激しいプレスで

何とか持ちこたえていたのだが、41分、均衡を破られた。桃

山大は右サイドを単純なパス回しで崩し、ＭＦ38,道上隼人の

クロスを飛び込んだＭＦ14,山瀬彰也が決めた。この直後の桃

山大の追加点が結局はこのゲームの勝敗の分かれ目になった。

同大のディフェンス陣にスキマ風が吹いた。中央右寄りから

ＦＷ11,齋藤達也が３０メートル余りのループシュートを決め

た。選手権に入ってハットトリックを２試合連続でマークし

ている齋藤の好調さを見せつけるものだった。

同大は後半開始直後、速い攻めでＭＦ７,東矢尚仁―ＦＷ11,

松田純也で１点を返し追撃を開始したが、５７分にまた山瀬、

道上のＭＦコンビで追加点をとって同大を突き放した。

（文：関西学連）

雨の中、芝もタップリ水を含んで条件が悪かった、といえ

ばそれまでだが、内容の乏しいキック戦になってしまった。

勝敗を決めたのは、大体大がたった一度得たコーナーキック

をものにしたもの。両チームの決め手のないまま後半３０分。

大体大は右ＣＫをＤＦ5,馬場将大が絶好のボールを上げ、中

央にいたＦＷ10,脇睦がドンピシャのヘディングで決勝点をた

たき出した。このゲームで大体大、大院大を通じて唯一ボー

ルがつながったというのか、タイミングがあったというのか、

それほど衝撃的なプレーになった。両チームとも大体大は脇、

大院大もＦＷ10,四ヶ浦寛康をワントップ気味のシフト。条件

の悪いコンディションの中では、単純にトップにボールを集

め、厚くした中盤の押し上げで得点を目論む策は常道だし、

賢明だ。両チームの考え方は悪くはなかったのだが、問題は

パスの正確さを両チームとも欠けていたこと。つながらない

うえに、不正確さを露呈してしまったために、単なるキック

合戦になってしまった。もう一つ、悪条件下ではセットプレー

も大きな得点チャンス。チャンスでのＦＫ，ＣＫでは大院大

が優位に立っていた。しかし、大院大はそれを生かし切れず、

逆に大体大はたった一度のチャンスを生かした。トーナメン

トに自信と強さを持つ大体大の隠れた強さなのか。

（文：関西学連）

桃山大 ４－２ 同 大

■5月28日(土) 11:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
桃山大 同 大
21 圍 謙太朗 21 大杉 崇仁
30 草野 雄也 33 竹田 清恭(→ 5 佐川 雅也)
28 朴 斗翼 23 中城 諒
37 谷口 功 19 野地 諒平
2 中嶋 亮 3 三浦 修
15 面家 康生(→40 染田 良輔) 6 早坂 賢太
18 須ノ又 諭 20 矢野 亮
38 道上 隼人(→20 菅原 鉄平) 32 鈴木 凱土
14 山瀬 彰也 7 東矢 尚仁
16 加藤 潤(→36 中東 優治) 9 杉山 健太(→10 辻 智人)
11 齋藤 達也 11 松田 純也(→15 石津 令門)

◆得点(アシスト)
桃山大 41分 14 山瀬 彰也(38 道上 隼人, 2 中嶋 亮)
桃山大 44分 11 齋藤 達也(16 加藤 潤)
同 大 46分 11 松田 純也( 7 東矢 尚仁)
桃山大 57分 38 道上 隼人(14 山瀬 彰也)
桃山大 74分 11 齋藤 達也(15 面家 康生)
同 大 86分 10 辻 智人
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☆決勝戦は・・・
　　6月4日（土）14：00より
　　NHK教育テレビにて
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2011年度 第40回 関西学生サッカー選手権大会
（兼　第35回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選）
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第40回関西学生サッカー選手権大会

関西学生選手権上位3校が出場する夏の日本一決定戦!！

第35回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
１回戦 7月3日（日）大阪長居スタジアム・キンチョウスタジアム・ J-GREEN堺・三木総合防災公園陸上競技場
２回戦 7月5日（火）大阪長居第2陸上競技場・ J-GREEN堺
準決勝 7月7日（木）大阪長居第2陸上競技場
決勝戦 7月9日（土）キンチョウスタジアム

【代表校】

北海道代表 6月5日（日）決定

東北代表 仙台大学（2年連続27回目）

北信越代表 新潟経営大学（2年連続5回目）

関東代表[第1・第4・第5代表] 6月1日（水）決定 [第2・第3代表] 6月8日（水）

東海第1代表 中京大学（2年連続20回目）、第2代表 浜松大学（6年ぶり4回目）

中国代表 広島経済大学（3年ぶり3回目）

四国代表 高知大学（11年連続21回目）

九州代表 6月4日（土）決定

※組み合わせの詳細は6月10日（金）発表予定です。

今年も全国9地域16代表が出場！

ここ関西で熱い戦いが繰り広げられる…

夏の日本一はどこか!?

～ご来場の皆様へ～
試合のメンバー表は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。

最終日：６月４日（土）＠大阪長居スタジアム

３位決定戦１１：００ Kick off ／決勝戦 １４：００ Kick off

※ぜひ会場でご声援ください！！
※最終日のご観戦はバックスタンドのみとなりますので予めご了承ください。

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

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～



第40回 関西学生サッカー選手権大会

　　関西選手権覇者のサインボールを
あなたのもとに！！

全59チームのトーナメントを制するのは、、、、、！？

第40回目を迎える関西選手権！！
数々の名シーン
感動をあなたに

あなたが応援する選手は誰ですか？

あなたのＭＶＰを教えてください。

決勝戦会場限定の緊急販売！

6月4日、大阪長居スタジアム

バックスタンドコンコース売り場にて

限定15個を販売いたします！

1個　700円

幸せゲットに、関西学生サッカーの・・・

ふたつとないオリジナルのミサンガを

ぜひご購入ください！

JUFA－Kansai オリジナルミサンガ 発売！

デザインが豊富！！

応募用紙は入場ゲート付近に準備しております。みなさまどんどんご応募ください。

当選者へのご連絡は商品の発送をもってかえさせていただきます。



関西学生サッカーファンクラブ

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

会員募集中！

入会案内詳細は入場ゲートにご用意しています!!




