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第40回関西学生サッカー選手権大会
2011年6月4日(土) 決勝・３位決定戦
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■6月4日(土) 11:00 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

関西大学ＶＳ桃山学院大学
関西大の島岡健太監督は「チーム全体にプレーの前後に意

図が感じられない。メンバーを変えるかどうかは考えるが、

誰が出てもこういう状態だから」と話す。一方桃山大の楚

輪博監督は「セットプレーの差で負けた。セットプレーで

のボールの質、マーキングを修正する」と話す。課題を克

服して関西大に挑みたい。

■6月4日(土) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

阪南大学ＶＳ大阪体育大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「大体大は関大には２点取られたが、

破れそうで破れない。決勝は積極的にくるんじゃないか。去年

の対戦もいい形で点を取ってない。今年も０－２だし」と話す。

前期リーグ、昨年の関西選手権で黒星を喫した相手からの白星

を奪い優勝を狙う。対して大体大の坂本康博監督は「総理大臣

杯出場の権利は獲得したし、ウチのメンバーは若いし思い切っ

てやるしかない。４０年目の節目だからいいゲームができれば

いい。展開力では相手が上だから、中盤でうまくボールを取れ

ばあとは速攻か、ＦＫしかウチにはない」と話す。昨年は準優

勝に終わっただけに優勝に対する思いは強い。

プレビュー協力：サッカーライター 貞永 晃二



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ大阪体育大学

阪南大学ＶＳ桃山学院大学

試合は４回戦、準々決勝に続きまたしても雨中戦となっ

た。技術で優る関西大に対し「３週間前から練習は守備中

心」という坂本康博総監督の言葉を反映して、大体大はハー

ドな守備でボールを奪いカウンターを仕掛ける。それでも

関西大は３６分、17,奥田勇太のパスから9,片岡道則がゴー

ル、２トップコンビで先制する。これでリズムをつかみた

い関西大だったが、強さを増す雨の中、アディショナルタ

イムに大体大ＦＷ6,山本大稀にＣＫから直接ゴールを割ら

れ１－１。

この失点が尾を引いたのか、後半も関西大はリズムをつ

かめない。そして５４分、大体大はＦＷ22,渡邉悠介の丁

寧なクロスを山本が今度は頭から飛び込み逆転ゴール。そ

の後もシンプルに前線にボールを送る大体大がペースを握

るが、執念を見せる関西大は８９分、敵陣でボールを奪い

タテに仕掛けたＭＦ7,岡崎建哉のクロスを3,櫻内渚がヘッ

ドで決めついに同点。延長は関西大ペースだったが、スコ

アは動かず決着はＰＫ戦へ。関西大の３、４番手のキック

はバーの上へ。一方、坂本総監督の「自信のあるヤツから

蹴れ」「浮かさないように軽く踏みこみ軽く蹴れ」と言う

指示に忠実だった大体大が決勝進出と総理杯出場を決めた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）
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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

◇出場選手
関西大 大体大
1 金谷 和幸 31 姫野 昂志
2 都並 優太 2 池永 航
4 小椋 剛 4 濱上 孝次
23 寺岡 真弘 3 管原 渉
3 櫻内 渚 5 馬場 将大
7 岡崎 建哉 8 松澤 憲伸
6 田中 裕人 7 廣岡 太貴
13 海田 佳祐 20 山田 貴文(→24 山口 幸太)
19 中島 龍基(→21 和田 篤紀) 18 田上 勇輝(→10 脇 睦)
9 片岡 道則(→28 大本 貴博) 6 山本 大稀
17 奥田 勇太(→18 安藤 大介) 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)
関西大 36分 9 片岡 道則(17 奥田 勇太)
大体大 45+1分 6 山本 大稀
大体大 54分 6 山本 大稀(22 渡邉 悠介)
関西大 89分 3 櫻内 渚( 7 岡崎 建哉)

阪南大 ２－１ 桃山大

■6月1日(水) 17:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

阪南大 桃山大

1 土師一将 21 圍謙太朗

35 朴贊友 2 中嶋亮

4 永井鷹也 37 谷口功

19 飯尾竜太朗 28 朴斗翼

26 藤内建太 30 草野雄也

5 岩本知幸 15 面家康生

8 窪田良 18 須ノ又諭(→22 松本翼)

14 井上翔太 38 道上隼人

11 泉澤仁(→16 本多勇喜) 14 山瀬彰也(→10 小倉慎太郎)

18 奥野将平 11 齋藤達也

10 中村雄大(→34 小池恭一) 16 加藤潤(→36 中東優治)

◆得点(アシスト)

桃山大 63分 2 中嶋 亮(30 草野 雄也)

阪南大 74分 10 中村 雄大( 8 窪田 良,14 井上 翔太)

阪南大 78分 18 奥野 将平(14 井上 翔太)

降り続く雨は時折激しさを増してピッチを叩き、浮いた水

がパスやシュートのコントロールを難しくした。必然的に両

チームは相手ＤＦラインの背後へのシンプルなボールを繰り

返す。「互いに流れの中からのチャンスがなかった」と桃山

大・楚輪博監督が嘆くのも当然で、３得点すべてがＣＫから

生まれた。

試合は６３分に動く。30,草野雄也の右ＣＫを2,中嶋亮がヘッ

ドで叩きつけ、桃山大の先制点の演出は両ＳＢ。直後ＤＦ37,

谷口功がブレ球ＦＫで相手ＧＫを脅かすなど、反撃に出たい

相手を尻目にチャンスは桃山大に多いが、阪南大はなんとか

７４分に追いつく。右ＣＫをＭＦ14,井上翔太がヘッドで折り

返し、ＦＷ10,中村雄大が頭でねじ込む。さらに７８分、今度

は左ＣＫがファーポスト側にこぼれるとＦＷ18,奥野将平が蹴

り込み、阪南大が試合をひっくり返す。桃山大は選手交代で

ボランチ１人を削り、中盤をダイヤモンド型に変えて攻撃的

にシフトするがスコアは動かない。終盤、主審が足を攣って

交代する「珍事」を経て試合終了。決勝は阪南大対大体大。

０８年決勝の同カードは阪南大が優勝したが、直後の総理大

臣杯決勝も同じ対戦で当時２部の大体大が日本一となった因

縁の顔合わせだ。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）



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5代表]

国士舘大学（4年連続19回目）・明治大学（2年連続10回目）

中央大学（3年ぶり12回目）の3大学は出場決定

＊残り2枠は6月8日（水）に決定

＊第1代表～第5代表は第85回関東大学サッカーリーグ第5節終了時点の順位よって決定されます。

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。

６月４日（土）＠大阪長居スタジアム

３位決定戦 １１：００ Kick off 関西大学 ｖｓ 桃山学院大学

決 勝 戦 １４：００ Kick off 阪南大学 ｖｓ 大阪体育大学
※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～



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!!



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。応募は決勝戦キックオフまで！

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。




