
 

いよいよ後期リーグが開幕します！ 

またまた熱い戦いがはじまり、うれしい 

シーズンがきました！ 

毎週の試合が本当に楽しみです !(^-̂ ) ! 

今回のプレビューでは 9 月 19 日に行われた 

記者会見でのお話しを中心にお伝えします。 
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2011年9月23日発行 第12号
第89回関西学生サッカーリーグ

2011年9月23日(金・祝)～25日(日) 後期 第1節

← 関西学生サッカーNew face ！！

“関西学生サッカー坊主くん”の紹介はチラシで！



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年9月23日(金・祝) 後期 第1節

大阪体育大学 VS 阪南大学 11:30 KICK OFF ＠太陽が丘球技場Ｂ

坂本康博 総監督（大阪体育大学・前期６位）
＊写真左

総理大臣杯での優勝は地元での開催や、色々な意味

で皆が一生懸命してくれたこと、暑かったし、関東の

チームがいいコンディションを作れなかったというこ

ともあったかも。（優勝に）浮かれて元に戻らず少し

困っている。初戦の阪南大には選手権でやられたし、

あの試合（８月末の天皇杯大阪予選決勝の桃山大戦）

をされたら手も足も出ないのではないかと思う。とに

かく、どう戦うか考えて臨む。

関西学院大学 VS 立命館大学 14:00 KICK OFF ＠太陽が丘球技場Ｂ

成山一郎 監督（関西学院大学・前期５位）＊写真左

前期は総理大臣杯も天皇杯もリーグ戦の順位もよくなかっ

たので、なんとかインカレに選手をつれていってあげたい。

それしか考えていない。

（選手の状態としては）、阿部裕之、三ノ宮健介、ＤＦ

リーダーの高橋宏次郎ら含め、絶好調。

須佐徹太郎 監督（阪南大学・前期７位）＊写真右

（前期終了時点で）一昨年は勝点７差で今回は９。（勝点だけで見れば）３試合分かと思われるかもしれな

いが１１試合の中の３試合。しかも上に６つもある中で全部勝たないといけない。勝っても届かないんじゃな

いかという状況。でも、絶望的にならずに意欲的にやりたい。（選手の状態としては）前の方の選手は面白い

んじゃないかと思う。

仲井昇 監督（立命館大学・８位）＊写真右

（前期で）上位との戦いに勝ちきれなかったところが現在の順位、結果を表している。後期については一つ一

つ勝っていくということと、自分たちのサッカーを目指しながら勝点３をどんなときも目指していくという意識

でやっていきたい。

（夏場は）台風の影響などがあってベストな試合が組めなかったが、遠征などで試合をこなしながら良い状態

の選手を上にあげながら、前期の後半からそろいつつある選手の発掘をしていった。（初戦の関学大には）前期

も完敗したので何とかしっかり泥臭く勝点３を取りに行く。
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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年9月24日(土) 後期 第1節

近畿大学 VS びわこ成蹊スポーツ大学 11:30 KICK OFF ＠太陽が丘球技場Ｂ

松井清隆 監督（近畿大学・前期４位）
昨年も２位になりかけて負けて、今年はセンター

バックがいない中、（前期は）失点が１０に収まっ

て、得失点差が１５なのはいい感じのかなと。

清水大輔の成長が大きいかと思っている。最近、

ＧＫの大西勝悟もよくなってきたので楽しみにし

ている。（攻撃陣は）下手だけどゴールに向かっ

て泥臭くいく宮本宗弥。夏場にかけて縦への進入、

縦パスをいかに効果的に突破するか、しかけるか、

また、つなぎの部分などを大事に藤本憲明を経由

させ、そういうＦＷの得点力、どれだけ点を取れ

るのか楽しみ。

同志社大学 VS 大阪産業大学 14:00 KICK OFF ＠太陽が丘球技場Ｂ

望月聡 監督（びわこ成蹊スポーツ大学・前期９位）
夏は、人間作りをしようということで1ヶ月ほど期間交代で東北のボランティアに行かせていただいた。（そ

の経験をふまえ）いろんな意味でたくましくなってくれたと思う。それをサッカーに活かしてほしい。

（リーグの）目標は３位以内に入って大学選手権に出たい。自分たちはこの位置なので、上にあがるという

すごい楽しい目標があるので、そのために、よそとくらべてそんなにうまくないのでシンプルにスピーディに、

そういうサッカーができれば。

櫛引実 監督（大阪産業大学・前期１０位）
(今の順位は)定位置・・・。それを打開すべくこの夏やってきて、そのなかで何かやれるのではないかと手

ごたえはある。それを観ていただければと思う。基本的にはトップは全信俊コーチに任してやっているが、強

いチームとやりたいという思いで夏場はＪクラブとも対戦した。

少し格上のチームとたくさんすることで、大人のサッカーを学んでいこうということでやった。最初のうち

はだいぶやられていてサッカーにならなかったところもあるが、少しずつサッカーが、自分たちでアクション

がおこせるようにようになってきている。

望月慎之 監督（同志社大学・前期３位）
スタッフが思っている以上に選手がいい結果をの

こしてくれた。それが春の成果。特に得点もそうで
すが、失点をだいぶおさえられて、得失点差２の状
態で３位までの成績を収められたということは粘り
強く戦うことが出来るようになってきたのかなと思
う。

(夏場は)大会に参加して自分たちがどれだけのパ
フォーマンスがだせるのかと全国大会に出たチーム
と対戦した。選手のモチベーションも高かったと思
う。そこでやってきたことが少しでも自信につながっ
て秋のリーグ戦に反映できれば。春先に比べて就職
活動で抜けていた４年生が戻ってきたので前期と比
べて大幅にメンバーが変わる可能性もある。毎回活
躍する選手が変わると思うので注目してほしい。＊写真左（望月監督）、写真右（櫛引監督）

＊写真左（松井監督）、写真右（望月監督）
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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年9月25日(日) 後期 第1節

桃山学院大学 VS 京都学園大学 11:30 KICK OFF ＠太陽が丘陸上競技場

楚輪博 監督（桃山学院大学・前期２位）
天皇杯大阪府予選決勝で阪南大に０－３。結

果もそうだが内容が８割阪南大のリードでやら

れてうちのめされた。

それから立て直すのにすごい時間がかかって

いる。天皇杯予選は大体大が総理大臣杯優勝で

本大会出場権を得たことで

急遽の出場になり、その間組んでいた遠征を

すべてキャンセルした分、夏の試合が少なかっ

たのでチーム作りという意味では阪南大に負け

たショックも大きくて立て直すのに時間がかかっ

ている感じ。

自分たちが思い描いている３位以内に入って

インカレで優勝しようということに向けては、

今の順位を守るのではなく、関大を追い越して

優勝して出たいと思っている。目標はしっかり

高いところにもって戦いたい。

関西大学 VS 姫路獨協大学 14:00 KICK OFF ＠太陽が丘陸上競技場

古橋勇希 コーチ（関西大学・前期１位）
前期の結果は１位だが昨年のインカレで優勝した内容と比べ

ると内容がまだまだなので、運よく結果がついてきたかなとい

う感じ。もっとボールを失う回数を減らして、関西大学のポゼッ

ションサッカーをしながらも、その中でゴールをシンプルに目

指すサッカーができるよう内容を高めていきたい。一試合一試

合だが、昨年の結果を意識するというのではなく、選手一人ひ

とり、全員サッカーということを掲げてやっているので、グラ

ウンドに立っている選手だけでなく、もっとチーム全体が自覚

をもって最高のパフォーマンスが出来るように、そういうこと

を心がけながら取り組んでいる。

昨年の結果は昨年のものなので、今年は今年のチームの個々

の個性もあるのでひたむきに一試合一試合戦うことで結果はつ

いてくると思うので一から足元を見据えながらやっていきたい。

山下哲 監督（京都学園大学・前期１１位）
１勝も出来ずにおわった前期という中で、ぜひとも勝点３を取れる試合をしたいということでこの夏は取り

組んできた。
（これまでの試合を）全部振りかえると後半に失点がかなり多い。そこで体力的な面の強化を中心的に、な

んとか１年で終わらず（１部に）残れるよう頑張っていきたいと考えている。
注目選手は２年生の下栗誠矢。左ワイドの選手で非常にトリッキーなドリブルを仕掛ける選手でケガ明けで帰っ
てきたので、落ち着いてくれれば活躍してくれるのでは。

昌子力 監督（姫路獨協大学・前期１２位）
（現在）最下位なので残留をめざすというのが正直なところ。その為には一つでも多くの勝点が必要。

１位の関大とは、（後期）開幕戦でうちが倒せばリーグも面白いことになるでしょうし、前期は残り３分まで１

－０でリードしていたのに残りの４分で２点入れられて負けたという、もう一歩というところでいい試合をさせ

てもらっているので、関大とやったことが自信にもなり、反省点にもなっている。弱いチームなりにも一つでも

上を喰っていこうというのを喜びにサッカーをしている。いろんな意味でリーグを面白く出来る存在になれれば

と思う。

＊写真左（楚輪監督）、写真右（山下監督）

＊写真左（古橋コーチ）、写真右（昌子監督）
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～選手たちの意気込み～

前期リーグ上位校

櫻内渚 選手（前期１位・関西大学・４年）
＊写真右

前期は結果だけがついてきて内容がぐだぐだでチー

ムとして試合が出来ていなかった。７月と８月は(自

分が全日本選抜で)抜けてしまって関われていなかっ

たが、後期は一丸となって試合ができるようにしてい

きたい。ポゼッションで相手を走らせて、その中で怖

さをもって得点できるチームになりたい。

須ノ又諭 主将（前期２位・桃山学院大学・４年）＊写真中央

あの試合（天皇杯大阪予選の阪南大戦）の後からスタッフもそうだが選手はもっと落ち込んでそのあとの練習の雰囲気や

試合も全然ダメで、でも来週が開幕なので下を向いてられないので皆で一つになって頑張ろうという気持ちにはなってきて

いる。前期と一緒で自分たちのサッカープラス、夏やってきたことができれば。

早坂賢太 主将（前期３位・同志社大学・４年）＊写真左

春先は４年生が少なくて心細かったが頼りになる仲間が帰ってきたので心強い。最高学年の選手が多いと締まるので、春

先より締まっている。毎年、春まではこの順位で秋に崩れてしまうので、今年はこの位置以上にいけるように頑張りたい。

櫻内渚 選手（関西大学・ジュビロ磐田内定）
Ｊリーグに入ってからでも活躍すればどこでもいけると思うのと、関西大学は４年生が少ないし、チームに専念したくて

早く（進路を）決めた。ポジションを奪わないと結果が出てこないので、試合に出れるように頑張りたい。（後期に向けて

は）前期で出来なかった部分を後期につなげて関大らしいサッカーをして、昨年全国を取ったのは昨年のチームなので、今

年は初心に戻って優勝に向けて突き進んでいきたい。

阿部浩之 選手（関西学院大学・ガンバ大阪内定）
あれだけうまい人の中に自分も入れてプレーできるということが楽しみ。自分はあんまりうま

くないのでがむしゃらにゴールに向かっていきたい。監督が使ってくれるならどこでもやりたい。

前期はあまり順位的にもよくないので夏しっかり頑張って目標立てて頑張ってきたので、後期

はそれを結果に表せるように頑張りたい。

夏の覇者・大阪体育大学
廣岡太貴 主将（４年）＊写真右

総理大臣杯は暑さやグラウンド状況でいろんなもの

が重なり合って成し遂げられた優勝。

優勝したからにはみっともない試合ができないし、

優勝したことは忘れてチャレンジャーの気持ちで戦っ

ていきたい。

松澤憲伸 副将（４年）＊写真中央

素直に嬉しかったが、地元であったのが大きかった。

大きいことを成し遂げた実感はない。

菅原渉 選手（３年）＊写真左

全国優勝は初めての経験だったので今までにない気

持ちになった。

Jリーグ内定選手
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第89回関西学生サッカーリーグ

今後の予定

１部リーグの上位３チームは全日本大学選手権（インカレ）に関西代表として出場

インカレは１２月中旬～２０１１年１月上旬の日程で関東圏で開催！

９位・１０位は２部との入替戦・・・。

入替戦は１２月１０日（土）J－GREEN堺にて。

１２月１１日（日）には第３回 関西学生サッカーアウォーズを開催！

関西大学千里山キャンパスにて

＊詳細は関西学生サッカー連盟公式HPに決定次第掲載いたします。



関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。



第８９回 関西学生サッカーリーグ

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！！

★プレビューの半券を７枚集めてグッズをゲットしよう！
ＪＵＦＡオリジナルグッズを５名様にプレゼント！！

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

会員募集中！

～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。



 

マママスススコココッッットトトキキキャャャラララクククタタターーー決決決定定定！！！

 

関西学生サッカー連盟 広報委員会 

マスコットキャラクタープロジェクト 

 

 

西宮市在住の 白井 香子 さんのデザインが採用！ 

９月１９日に発表されました！！ 

 グラウンドの土と芝生の妖精 

 顔はグラウンドの色をイメージ 

 ユニフォームは緑で芝生を表現 

 関西学生サッカーと全てのチームを応援しています！ 

   

関関関   西西西   学学学   生生生   サササ   ッッッ   カカカ   ーーー   坊坊坊   主主主   

 

はじめまして。 

関西学生サッカー坊主です！ 

みんなと一緒に、関西学生 

サッカーを盛り上げます !(^-^) ! 

これからよろしくお願いします。 

 




