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関西選手権の決勝・３位決定戦のリザルトはこちらから PHOTO：藤田望



第40回関西学生サッカー選手権大会
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年6月4日(土) 決勝

阪南大学ＶＳ大阪体育大学

関西大学ＶＳ桃山学院大学
「ボールを置いた瞬間、頭が真っ白になった。」そ

う答えたのは、最後のキッカーを任された桃山大の主

将・ＭＦ18,須ノ又諭。総理大臣杯の残り１枠を賭け

た３位決定戦は延長でも決着が着かず、ＰＫ戦へとも

つれ込んだ。１本目は互いのＧＫが見せ場を作り、そ

の後は両者２本とも成功。だが４本目を関西大が外す

と、桃山大がきっちり５本目も決め、２００７年以来

の総理大臣杯出場の座を掴んだ。試合は、ほぼ関西大

が主導権を握っていた。後半開始早々、ＤＦ3,櫻内渚

のセンタリングに最後はＦＷ17,奥田勇太がボレーシュー

トで先制すると、守備に徹していた桃山大も６６分、

関大のＣＫを拾ったＭＦ15,面家康生のロングフィー

ドにＤＦ2,中嶋亮が頭で合わせ、同点弾。関大はスピー

ドあるＦＷ18,安藤大介を投入し、サイド攻撃に厚み

を出したが、前線へはパスが通らない。２試合連続延

長で疲れが見え始め、集中力を切らさない桃山大ＤＦ

陣相手に決定機を作り出せずＰＫ戦に。準決勝もＰＫ

で敗れた関西大にとっては嫌な流れとなったか、延長

前半で退場者を出した中で耐えた桃山大が熾烈な出場

権争いを制した。

(文：フリーライター 久住 真穂)

関西大 １－１ 桃山大
PK

３－４
■6月4日(土) 11:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
関西大桃山大
1 金谷 和幸 21 圍 謙太朗
2 都並 優太(→19 中島 龍基) 2 中嶋 亮
4 小椋 剛 28 朴 斗翼
23 寺岡 真弘 37 谷口 功
3 櫻内 渚 30 草野 雄也
7 岡崎 建哉 15 面家 康生
6 田中 裕人 18 須ノ又 諭
21 和田 篤紀 14 山瀬 彰也(→10 小倉 慎太郎)

(→40 染田 良輔)
28 大本 貴博(→18 安藤 大介) 38 道上 隼人
17 奥田 勇太 11 齋藤 達也
9 片岡 道則(→13 海田 佳祐) 16 加藤 潤(→36 中東 優治)

◆得点(アシスト)

関西大 46分 17 奥田 勇太

桃山大 66分 2 中嶋 亮(15 面家 康生)

阪南大 ３－１ 大体大

□6月4日(土) 14:05 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

阪南大大体大

1 土師 一将 31 姫野 昂志

35 朴 贊友 2 池永 航

4 永井 鷹也 4 濱上 孝次

19 飯尾 龍太朗 3 菅原 渉

26 藤内 建太 5 馬場 将大

5 岩本 知幸 8 松澤 憲伸

8 窪田 良 7 廣岡 太貴(→24 山口 幸太)

18 奥野 将平(→ 6 今村 虹陽) 20 山田 貴文(→10 脇 睦)

14 井上 翔太 18 田上 勇輝(→11 金 亨勲)

11 泉澤 仁(→20 多木 理音) 6 山本 大稀

10 中村 雄大(→16 本多 勇喜) 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

阪南大 18分 10 中村 雄大( 5 岩本 知幸,14 井上 翔太)

阪南大 42分 11 泉澤 仁

阪南大 68分 11 泉澤 仁( 6 今村 虹陽)

大体大 72分 8 松澤 憲伸

第４０回関西選手権決勝は昨季のリーグ王者・阪南大と１

部復帰した大体大の対戦。中断中のリーグでは８位と苦しむ

阪南大に対し、３位と健闘する大体大と対照的。第２節、直

接対戦でも２－０と大体大が勝利している。

スタートからペースを握り積極的にシュートを打ったのは

阪南大。１８分、ＭＦ5,岩本知幸のラストパスをＦＷ10,中

村雄大が左足で蹴り込んで先制する。その後も大体大を圧倒

し続けた阪南大に足りなかったのは追加点だけ。それも４２

分、ＭＦ11,泉澤仁がボックス内での鮮やかに３人をかわし

２点目を決めて解決。前半の大体大のシュートは０だ。

後半開始から一転、２点を追う大体大の時間が続く。シン

プルに相手ＤＦライン背後にボールを送り、両ＳＢも積極的

にオーバーラップを仕掛け、ＦＷ22,渡邉悠介の惜しいシュー

トなどで相手ゴールに迫るが得点は奪えない。すると６８分、

阪南大は交代出場のＭＦ6,今村虹陽のスルーパスから泉澤が

自身２点目を挙げ３点差とし勝利を引き寄せた。大体大はＭ

Ｆ8,松澤憲伸がＰＫを決め、その後も波状攻撃を浴びせたが、

阪南大はＧＫ1,土師一将、ＣＢ35,朴贊友、4,永井鷹也を中

心に粘り強く耐え、３年ぶり４度目の関西王者に輝いた。

（文：サッカーライター 貞永晃二）




