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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年11月19日(土)・20日(日) 後期 第10節

マスコットキャラクター

関西学生サッカー坊主

◆プレビューコメント取材◆ サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ（立命大・大産大・同大・関学大）
フリーライター 久住 真穂（びわこ大・姫獨大・阪南大・京園大）
サッカーライター 貞永 晃二（桃山大・大体大・関西大・近畿大）

■11月19日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

立命館大学ＶＳ京都学園大学
「調子の良い選手をどんどん使いたい」（立命大・仲井
昇監督）と、総力戦の構え。京園大・山下哲監督は「立
命大の両ＳＢを警戒しながら、うちは複数点を取る」と
意気込む。

■11月19日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

近畿大学ＶＳ阪南大学
「ウチのレギュラーは阪南の社会人チームにも負けている
ので、挑戦者のつもりでやります」と近畿大の松井清隆監
督。「もうインカレ出場はないが、最後は勝って終わりた
い。そのために自分たちのサッカーをする」と阪南大・井
上翔太主将。■11月20日(日) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

「関学に今の４年は勝ったことがないらしい。チャレン
ジャーとして頑張らせます」と桃山大の楚輪博監督。優
勝に向け意気込む。「慌てないでしっかりとプレーする
事」（関学大・成山一郎監督）と上位決戦を見据えた。

■11月20日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

大阪体育大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
「ケガ人が出て代わりの選手が役割を果たせていない。
力がないということ。（次からは）先を考えて、もう若
い選手でやりますよ」と大体大・坂本康博総監督。入替
戦圏内となったびわこ大の湯田逸友主将は「勝つしかな
い。強気で行きたい」と決意を新たにした。

■11月20日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

大阪産業大学ＶＳ姫路獨協大学

「９０分間集中を保てていないので、そこを改善する」

（大産大・江口直生）と冷静に分析する。姫獨大は「裏

天王山ともいえる大事な試合。一戦一戦、歴史を作って

いきたい」と昌子力監督。

■11月20日(日) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

関西大学ＶＳ同志社大学

「（同大とは）ともに負けられないという拮抗した戦い

でいい経験ができるはず」と関西大・島岡健太監督。

「セカンドボールをもっと拾えれば、ペースが来る」

（同大・三浦修）と、相性の悪い関西大戦への対策を挙

げた。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年11月12日(土) 後期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

立命館大学ＶＳ大阪産業大学

同志社大学ＶＳ関西学院大学

それぞれが、残留圏を気にしながらの戦い。

前半、立命大がボールを動かしているように映ったが、

決定機はゼロ。後期、立命大と対戦した相手チームの選手

に聞いていたが、「上手いのでボールは支配される。でも、

最後のフィニッシュに脅威が無かった」と異口同音に並べ

ていた。厳しい表現になるかも知れないが、前半はまさに

その通りだった。大産大も、お付き合いしてしまった格好。

シュート２本で終える。

やっと試合が動いたのは、５５分。立命大のＭＦ13,戸

高弘貴が、左サイドから突破。エリア内に速いボールを送

り込むと、クリアしようとした大産大ＤＦに当たってオウ

ンゴール。自動降格圏が迫っている大産大も反撃に出る。

気迫を全面に押し出し、立命大ゴールに迫る。そして７４

分。左ＣＫを得る。キッカーは、ＭＦ6,江口直生。「完全

に狙っていました」というキックで、直接ネットに突き刺

す。同点になり、意気消沈したかに思えた立命館大を救っ

たのは、途中出場の２人。８５分、ＭＦ7,雨森埋亮がエリ

ア内でボールをキープ。そして、冷静にフリーのＦＷ8,淵

本翔太にパス。淵本は豪快に蹴り込み、勝負にケリをつけ

た。立命大は、波に乗れる連勝となった。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

後期、信じられないハイペースでゴールを量産している

関学大ＦＷ10,阿部浩之。彼への同大の対策は、「阿部にボー

ルを渡さない事」（同大・6,早坂賢太主将）。しかし、９

分。いきなり阿部が仕事をする。ＭＦ7,梶川諒太が落とし

たボールを、綺麗にミート。弾丸シュートは低い弾道でゴー

ルネットを揺すった。前半を完全に支配した関学大は、２

０分にも、右サイドをオーバーラップしたＤＦ6,津田真吾

が速いクロスをファーに送る。そのボールが逆サイドのネッ

トに吸い込まれ、関学大がいきなり２点のリード。関学大

に押されて、攻撃もままならなかった同大だが、ワンチャ

ンスをモノにする。前半終了間際、ＭＦ57,村上慎のクロス

を、ＦＷ10,辻智人がボレーで合わせる。完全にヒットしな

かった事が幸いして、ＧＫのタイミングが外れ、ゴールに

転がった。この１点が、流れを変えてゆく。

後半は、前に出る同大の裏を突いて、関学大がカウンター

を仕掛けたが、ここで活躍したのが、同大ＤＦ3,三浦修。

自慢の俊足で、驚異的なカバーリングを見せ、関学大の攻

撃を摘んでゆく。そして同大が追いついたのはＣＫから。

７４分、長身選手がゾーンの合間に飛び込み、最終的には

早坂の頭にドンピシャ。試合はここから、互いに決定機の

連続となったが、ＧＫやＤＦが耐え忍び、引き分けで終え

る。この勝ち点１が、それぞれにどういう意味をもたらす

かは、最終節まで判らないだろう。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

同 大 ２－２ 関学大

■11月12日(土) 14:00 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手

同 大 関学大

1 安井 豪 21 一森 純

3 三浦 修 2 高松 功一

6 早坂 賢太 4 高橋 宏次郎

5 佐川 雅也 6 津田 真吾

4 諸隈 巧基 34 福森 直也

57 村上 慎(→25 佐藤 匠) 3 井林 章

8 杉山 和毅(→17 堤 隆裕) 7 梶川 諒太

34 宮本 龍 18 平山 翔太郎(→ 9 浦島 彰洋)

7 東矢 尚仁 20 関 皓平(→ 5 桑野 裕士)

11 松田 純也 10 阿部 浩之

10 辻 智人(→15 石津 令門) 17 三ノ宮 健介(→11 熊木 翼)

◆得点(アシスト)

関学大 9分 10 阿部 浩之( 7 梶川 諒太)

関学大 20分 6 津田 真吾(17 三ノ宮 健介)

同 大 44分 10 辻 智人(57 村上 慎)

同 大 74分 6 早坂 賢太( 7 東矢 尚仁)

立命大 ２－１ 大産大

■11月12日(土) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手

立命大 大産大

31 寺石 智耶 51 神園 優

2 山田 樹 24 幾 将崇

3 小関 教平 5 佐道 哲也

4 藤原 広太朗 3 門 大貴

37 武田 有祐 34 満生 充

13 戸高 弘貴 7 清水 良平

6 村上 巧 13 太田 悠人(→25 平間 駿)

16 垣根 拓也(→22 栗島 拓也) 6 江口 直生

5 篠原 翔(→ 7 雨森 理亮) 23 塩川 慎也(→29 早田 詩伊生)

10 藤田 浩平(→ 8 淵本 翔太) 11 川西 誠

11 坂本 一輝 8 寺東 宏典(→ 9 鍔田 有馬)

◆得点(アシスト)

立命大 55分 オウンゴール

大産大 74分 6 江口 直生

立命大 85分 8 淵本 翔太( 7 雨森 理亮)



第89回関西学生サッカーリーグ
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阪南大学ＶＳ京都学園大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ姫路獨協大学
負ければ降格が決まる厳しい条件の姫獨大。びわこ大も

前節京園大に破れ、入替戦圏内にいる立命大と勝ち点差２

に迫り、残留へ予断を許さない状況。

序盤から、びわこ大が縦パスで裏を狙う。しかしラスト

パスが繋がらない。２９分、ＭＦ8,藤本義人の左足クロス

にＦＷ11,松田力がヘディング。びわこ大がようやく先制点

を奪う。姫獨大は前半カウンター勝負。この日好調のＭＦ2

9,小西将人がドリブル突破を試みるもびわこ大リードのま

ま前半を折り返す。

このままびわこ大優位に進むかに思われた後半、今日の

姫獨大は違った。立ち上がり３分、一度はＧＫがはじいた

球をＭＦ17,廣利昌輝が強引に押し込み、同点に。さらに１

０分後には「逆転したのが良かった」（昌子力監督）とゴー

ル前苦しい体勢から主将・ＦＷ9,河野大星が逆転弾で息を

吹き返す。シンプルに素早いカウンターで仕掛ける姫獨大。

失点にびわこ大守備陣は崩れ、最後はこの日２点目となる

廣利の描いたシュートがゴール左隅へ吸い込まれた。終わっ

てみれば１－４。連敗したびわこ大は立命大の勝利したた

め入替戦圏内になったが、まだその差は勝ち点１。一方、

びわこ大を大きく引き離し、後期リーグ初勝利を挙げた姫

獨大。残り２試合、全勝すれば入替戦への可能性はある。

最終節まで目が離せない。

（文：フリーライター 久住 真穂）

「練習通り」と試合後、ＦＷ14,井上翔太主将はこう

試合を振り返った。この言葉は阪南大の力を証明する

のに相応しい。開始早々、阪南大は中央突破を図った

井上のゴールで幕を開けた。１１分には、井上の正確

なロングフィードにＭＦ9,村山拓哉が柔らかいタッチ

でゴール前のＭＦ11,泉澤仁へ送ると、そのまま押し込

むだけ。阪南大を象徴するような追加点で流れを掴む

と、泉澤が得意のドリブルで立て続けに得点。だが、

前節後期２勝目を挙げ入替戦も見えてきた京園大も黙っ

ておらず、奪って速攻ＦＷ21,村上綾が１点返す。きっ

ちりゴールを決めるところが京園大らしい。しかし、

直後にゴール前の華麗なパスワークから決められ再び

引き離された。

後半に入っても阪南大の勢いは止まらない。京園大

も３０分前後に流れを掴んだが、シュートはミートせ

ず。阪南大は終了間際にも得点を奪い７－１。常にハ

イペースで戦うのではなく、ボールを持ったときにじっ

くり組み立て、コースが見えたら一気に攻勢をかける。

阪南大は質の高い練習がこの試合結果に結びついたの

だろう。「やはり役者が違った。対応しきれない時間

帯に入れられしまった」と京園大・山下哲監督。緩急

をつけた実に理想的な試合展開で大量得点を挙げた阪

南大が勝利を飾った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

びわこ大 １－４ 姫獨大

■11月12日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ３フィールド

◇出場選手

びわこ大 姫獨大

37 柴田 大地 21 佐藤 優太

16 松田 陸 20 三代 真也

15 但馬 優斗 5 権代 貴之

5 石橋 勇二 34 国司 和弥

33 二戸 将 40 日向 翼

18 竹内 一貴(→19 杉山 雄亮) 17 廣利 昌輝(→37 友成 健悟)

10 湯田 逸友 36 小原 勇人(→43 山根 拓己)

29 中村 謙吾 29 小西 将人

8 藤本 義人(→ 9 土井 俊典) 22 中坂 勇貴

27 加藤 大樹(→ 2 山本 泰平) 15 小林 克也

11 松田 力 9 河野 大星

◆得点(アシスト)

びわこ大 29分 11 松田 力

姫獨大 48分 17 廣利 昌輝

姫獨大 58分 9 河野 大星(15 小林 克也)

姫獨大 65分 9 河野 大星(20 三代 真也, 5 権代 貴之)

姫獨大 81分 17 廣利 昌輝(22 中坂 勇貴)

阪南大 ７－１ 京園大
■11月12日(土) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ３フィールド

◇出場選手
阪南大 京園大
1 土師 一将 13 黒岩 大生

5 岩本 知幸 14 外山 岳(→29 三刀屋 慶昌)

4 永井 鷹也 5 池田 倫太朗

19 飯尾 竜太朗 45 上園 拓也

3 二見 宏志 43 吉良 将

12 谷本 泰基 67 豊永 翔也(→ 6 城内 龍也)

15 香川 勇気(→28 成田 恭輔) 4 朝比奈 魁人

11 泉澤 仁(→22 工藤 光輝) 10 角野 翔汰

9 村山 拓哉(→ 7 可児 壮隆) 63 新井 祐輝(→52 村尾 将平)

14 井上 翔太 31 杉山 一貴

34 小池 恭一 21 村上 綾

◆得点(アシスト)

阪南大 4分 14 井上 翔太

阪南大 11分 11 泉澤 仁( 9 村山 拓哉,14 井上 翔太)

阪南大 14分 11 泉澤 仁(34 小池 恭一)

京園大 15分 21 村上 綾(31 杉山 一貴)

阪南大 19分 12 谷本 泰基(14 井上 翔太)

阪南大 57分 9 村山 拓哉(14 井上 翔太,34 小池 恭一)

阪南大 71分 15 香川 勇気(11 泉澤 仁)

阪南大 90＋3分 22 工藤 光輝(34 小池 恭一, 7 可児 壮隆)



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年11月13日(日) 後期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学

関西大学ＶＳ近畿大学

残り３試合となっても優勝、インカレ出場をめぐる争い

は先が見えない。首位で迎えた前節の近畿大戦で後期初黒

星、文字通りの「三日天下」で再び２位となった桃山大。

対する大体大はここ４戦を３勝１分と好調だが、インカレ

圏内の３位に入るにはもはや３連勝しか道はない。

試合は、力で優る桃山大が序盤からペースを握り、１５

分にはＭＦ14,山瀬彰也が決定的なシュートを放つが、大

体大ＧＫ31,姫野昴志の好守で阻まれる。大体大はその後

約１０分間、桃山大陣内でＦＫのチャンスを幾度となくつ

かむが、これをことごとく活かせない。ここを耐えた桃山

大はゴール量産中のＭＦ38,道上隼人が３１分に先制点を

決めると、６分後やや緩慢な動きだった大体大ＤＦを尻目

にＦＷ11,齋藤達也があっさり追加点を決めてしまう。

５５分、早くも大体大は２人同時交代の手を打つが、追

撃ムードは高まらず逆に７０分、桃山大は左ＳＢ30,草野

雄也のシュートがそれるところに詰めた道上が自身２点目

で勝利を決定的にした。直後大体大はＦＷ22,渡邉悠介の

シュートがバーに嫌われるなど運にも見はなされた。勝っ

た桃山大は関西大が敗れたため再び首位浮上、敗れた大体

大はインカレはほぼ絶望的となった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

２－２で迎えたアディショナルタイム、近畿大は相手ＧＫ

のミスに乗じＭＦ16,松本惇史の劇的ヘッドで関西大を首位

から引きずり下ろし、後期開幕時の３位を取り戻した。

前節、伝統の関関戦に勝利し首位を奪還した関西大と、前

期その関西大に３－０で快勝した３連勝中の近畿大の対戦。

８分、近畿大はチーム得点王ＦＷ7,宮本宗弥の鮮やかなカー

ブシュートで、動きの鈍い関西大に先制する。ようやく２０

分に最初のシュートを放った関西大だが、２７分にＤＦの不

用意なバックパスをさらわれ、再び宮本に決められ２点のビ

ハインドを背負う。ボールは回る関西大だが、近畿大の守備

ブロックを崩せないまま前半を終える。

５５分、関西大はいつものパターンでＭＦ18,安藤大介を

投入し攻撃をテンポアップすると、６３分と７３分にいずれ

もＭＦ7,岡崎建哉の右ＣＫをＤＦ3,櫻内渚、ＦＷ17,奥田勇

太の連続ヘッドで試合を振り出しに戻す。守備を崩された失

点ではないだけに近畿大はショックを受け、さらに前半から

のハードワークに足も止まり、関西大に押される場面が続い

たが、指示、叱咤を送り続ける松井監督の「熱」と「負けん

気」に背中を押された近畿大が土壇場でドラマを見せてくれ

た。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

桃山大 ３－０ 大体大

■11月13日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 大体大

21 圍 謙太朗 31 姫野 昂志

2 中嶋 亮 12 皆口 裕司

37 谷口 功 25 坂本 修佑

28 朴 斗翼 4 濱上 孝次

30 草野 雄也 5 馬場 将大

15 面家 康生 24 山口 幸太(→10 脇 睦)

20 菅原 鉄平 16 松竹 貴大

14 山瀬 彰也(→57 上ヶ迫 奨悟) 2 池永 航(→20 山田 貴文)

38 道上 隼人(→23 宮下 航) 18 田上 勇輝(→33 近藤 健一朗)

16 加藤 潤(→ 8 大内田 涼) 6 山本 大稀

11 齋藤 達也 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

桃山大 31分 38 道上 隼人(11 齋藤 達也)

桃山大 37分 11 齋藤 達也( 2 中嶋 亮)

桃山大 70分 38 道上 隼人(30 草野 雄也)

関西大 ２－３ 近畿大

■11月13日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 近畿大

1 金谷 和幸 1 大西 勝俉

32 内田 恭兵 3 桂田 光

23 寺岡 真弘 4 水谷 尚貴

4 小椋 剛 5 清水 大輔

3 櫻内 渚 28 西浦 一志

15 稲森 睦 6 小田原 匡

6 田中 裕人 16 松本 惇史

21 和田 篤紀 24 辻 倫太朗(→15 安田 潤二)

(→46 田中 直基)

7 岡崎 建哉(→14 保井 隆志) 17 吉田 彬哉(→26 木下 拓馬)

10 木村 一貴(→18 安藤 大介) 7 宮本 宗弥

17 奥田 勇太(→13 海田 佳祐) 10 藤本 憲明

◆得点(アシスト)

近畿大 8分 7 宮本 宗弥(17 吉田 彬哉)

近畿大 27分 7 宮本 宗弥

関西大 63分 3 櫻内 渚( 7 岡崎 建哉)

関西大 70分 17 奥田 勇太( 7 岡崎 建哉)

近畿大 90＋3分 16 松本 惇史



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！

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。

みんなで・・・

関西学生サッカーを

応援しよう！！

１１／２６（土）於：三木総合防災公園陸上競技場

１１：３０ 京園大－姫獨大

１４：００ 関学大－大体大

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

１１：３０ びわこ大－大産大

１４：００ 阪南大－立命大

１１／２７（日）於：大阪長居第２陸上競技場

１１：３０ 同 大－近畿大

１４：００ 関西大－桃山大

終了後 閉会式

１部最終節日程 入替戦

１－２部入替戦 １２／１０(土)

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

１１：００ １部１０位－２部３位

１３：３０ １部９位 －２部４位

その他の入替戦、順位決定戦の時間等はＨＰに掲載。

関西学生サッカーアウォーズ

１２月１１日（日）１４：００より関西大学千里山キャンパス、
ＢＩＧホール１００にて関西学生サッカーアウォーズを開催。

※本リーグの全表彰とインカレ出場チームの壮行会など。
終了後には同キャンパス内で懇親会を実施。（会費：3000円）
皆さまぜひご参加ください! 詳細はＨＰにて。

第60回全日本大学サッカー選手権大会
インカレの日程が決定!

１回戦：１２月１８日(日)

準々決勝：１２月２３日(金・祝)

準決勝：１２月２５日(日)

決勝：１月５日(木) 会場：国立競技場

※準決勝までの会場は未定


	

