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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月8日(土)～10日(月・祝) 後期 第3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（関学大・阪南大・近畿大・大産大）
サッカーライター 貞永 晃二（同 大・びわこ大・関西大・京園大）
関西学連_T （大体大・立命大・桃山大・姫獨大）

■10月8日(土) 11:30 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
近畿大学ＶＳ関西学院大学
「手を抜かず基本を大切に」（近畿大・松井清隆監
督）するサッカーと、「守勢に回らず攻めたい」
（関学大・梶川諒太）気迫がぶつかる。

■10月8日(土) 14:00 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
同志社大学ＶＳ姫路獨協大学
「姫獨大は下位だが、順位は３カ月前のもの。現段階の勝ち点に惑

わされないようにやりたい」（同大・望月慎之監督）油断はない。

「結果を見れば第1節より前進しました。次はもう半歩進み勝点3を

取りにいきます」（姫獨大・廣利昌輝）と勝利への意欲を見せる。■10月9日(日) 11:30 KICK OFF
於：皇子山総合運動公園陸上競技場
立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
「勝つしか残ってないため、しっかりと勝点を取りたい」

(立命大・栗島拓也)と上位進出に向け連勝を狙う。対し

てびわこ大の望月聡監督は「次は立命そして関大、負け

て元々と、チャレンジャーとして頑張れる」と話す。滋

賀県開催の今節に後期初勝利をかける。

■10月9日(日) 14:00 KICK OFF
於：皇子山総合運動公園陸上競技場
桃山学院大学ＶＳ阪南大学
「悪かった点を修正して必ず勝点３を取る」(桃山

大・須ノ又諭)と前節終了後に話した。対して「上

位相手が続くのでしっかり倒す」（阪南・井上翔太

主将）と上を一気に目指す。

■10月10日(月・祝) 11:30 KICK OFF
於：西京極運動公園補助競技場
大阪体育大学ＶＳ京都学園大学
「やるしかない」と大体大の坂本康博総監督。上位

に向けて連敗は避けたい。「前期最終戦で０－０で

引き分けたので、相手のキープレーヤーを抑えたい」

（京園大・西政治コーチ）と白星獲得を狙う。

■10月10日(月・祝) 14:00 KICK OFF
於：西京極運動公園補助競技場
関西大学ＶＳ大阪産業大学
後期連勝スタートの関西大は島岡監督今節に向け

「ウチは自分たちのやっていることを続けていく」

と話す。対して「首位の関大相手だが、引かずにや

りたい」（大産大・川西誠）と怯む事は無い。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月1日(土) 後期 第2節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大学ＶＳ京都学園大学

関西大 ４－０ 京園大

■10月1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

関西大 京園大

1 金谷 和幸 13 黒岩 大生

2 都並 優太 41 高田 格聡(→14 外山 岳)

23 寺岡 真弘(→ 5 前田 晃一) 45 上園 拓也

4 小椋 剛 5 池田 倫太朗

3 櫻内 渚 43 吉良 将

7 岡崎 建哉 67 豊永 翔也

6 田中 裕人 4 朝比奈 魁人

21 和田 篤紀 63 新井 祐輝(→ 9 中野 新太郎)

17 奥田 勇太(→18 安藤 大介) 57 下栗 誠矢(→21 村上 綾)

9 片岡 道則 31 杉山 一貴

10 木村 一貴(→19 中島 龍基) 10 角野 翔汰

◆得点(アシスト)

関西大 40分 3 櫻内 渚

関西大 43分 6 田中 裕人(23 寺岡 真弘)

関西大 72分 10 木村 一貴

関西大 83分 4 小椋 剛(10 木村 一貴, 5 前田 晃一)

同 大 ３－２ びわこ大

■10月1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

同 大 びわこ大

21 大杉 崇仁 37 柴田 大地

3 三浦 修 3 端山 亮平

13 福岡 寛之 5 石橋 勇二

4 諸隈 巧基 15 但馬 優斗

2 曽根 賢太郎 33 二戸 将

7 東矢 尚仁 18 竹内 一貴(→ 8 藤本 義人)

57 村上 慎(→14 中里 太郎) 10 湯田 逸友

6 早坂 賢太 4 石間 寛人(→ 9 土井 俊典)

8 杉山 和毅 2 山本 泰平

15 石津 令門(→17 堤 隆裕) 6 河村 大毅

10 辻 智人(→11 松田 純也) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

同 大 6分 10 辻 智人

びわこ大 32分 33 二戸 将

同 大 70分 15 石津 令門( 7 東矢 尚仁)

びわこ大 84分 11 松田 力(10 湯田 逸友)

同 大 88分 11 松田 純也( 7 東矢 尚仁)

首位関西大と勝ち点３差の３位、十分優勝を狙える位置で

後期を迎えた同大だが、初戦はアディショナルタイムによう

やく大産大に追いつく冷や汗もののドロースタート。一方、

びわこ大は前期９位、自動的に残留できる８位以内を目指す

が、初戦は近畿大に先制しながらも悔しい逆転負けを喫した。

開始６分に試合が動く。ＭＦ8,杉山和毅のシュートをＦＷ

10,辻智人が角度を変えて同大が先制。その後、びわこ大も

反撃に出て五分の展開に持ち込み、３２分、ＤＦ33,二戸将

の豪快な左足一発で同点とする。前半はボールキープで上回

る同大だが、シュート数ではびわこ大が上。

びわこ大ＭＦ10,湯田逸友のシュートで後半が始まる。同

大はＦＷ15,石津令門、びわこ大は二戸が惜しいシュートで

相手ゴールを脅かす。７０分に同大は左ＣＫから石津が頭で

決め２－１と突き放すが、びわこ大はセットプレーとＦＷ11,

松田力の馬力を活かした突破から反撃に出る。そして８４分、

湯田のボックス内での粘りから松田力が決め、試合は振り出

しに。しかし４分後、ＭＦ7,東矢尚仁の突破からＦＷ11,松

田純也が頭でねじ込み同大が３－２とし勝利を決めた。同大

は失点直後の高い集中力を見事に勝利に結びつけた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

後期開幕戦、首位関西大は健闘する姫獨大に大苦戦し

ながらも終了直前のゴールで振り切って貴重な勝ち点３

を挙げた。京園大は桃山大に１－２と善戦し前期とは違

うぞというところを見せた。

試合は、予想通り関西大が序盤からパスをつなぎペー

スを握る。さらにＤＦからの正確なフィードで相手最終

ラインの背後を突き、ピッチを広く使う攻撃で京園大を

圧倒するが、肝心のシュートは打てないまま時間が経過

した。そして迎えた４０分、関西大はＭＦ7,岡崎建哉の

ドリブルからのチャンスを最後はＤＦ3,櫻内渚が２試合

連続得点を決め先制する。そして３分後。ＣＫからのＭ

Ｆ6,田中裕人の２点目は京園大には大きなダメージとなっ

た。

２－０で余裕が出た関西大は、後半も敵陣でプレーを

続けたが京園大の粘り強い守備の前に、３点目は７２分

のＦＷ10,木村一貴がゴール前混戦から決めた得点まで

待たなければならなかった。そして８３分にもＤＦ4,小

椋剛のヘッドでダメ押し、４－０の圧勝となった。関西

大・島岡監督は「自分たちで試合中に変化をつけられる

ように」と思い描くサッカーを口にしたが、そのレベル

にはまだ時間が必要だ。京園大は連敗スタート、残留は

さらに遠のいた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年10月2日(日) 後期 第2節

近畿大学ＶＳ大阪産業大学

関西学院大学ＶＳ阪南大学

関学大 １－３ 阪南大

■10月2日(日) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

関学大 阪南大

21 一森 純 21 原田 直樹

2 高松 功一(→19 山内 一樹) 5 岩本 知幸

4 高橋 宏次郎 4 永井 鷹也

6 津田 真吾 19 飯尾 竜太朗

34 福森 直也 3 二見 宏志

3 井林 章 12 谷本 泰基(→18 奥野 将平)

7 梶川 諒太 8 窪田 良

20 関 皓平 11 泉澤 仁(→ 6 今村 虹陽)

26 小幡 元輝(→ 9 浦島 彰洋) 9 村山 拓哉(→35 朴 贊友)

10 阿部 浩之 14 井上 翔太

17 三ノ宮 健介(→14 中村 龍一郎) 10 中村 雄大

◆得点(アシスト)

阪南大 13分 14 井上 翔太

関学大 38分 7 梶川 諒太(10 阿部 浩之)

阪南大 53分 9 村山 拓哉(10 中村 雄大)

阪南大 57分 11 泉澤 仁(19 飯尾 竜太朗)

近畿大 ３－１ 大産大

■10月2日(日) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

近畿大 大産大

1 大西 勝俉 1 朴 昇利

3 桂田 光 24 幾 将崇(→ 27 粱 真士)

4 水谷 尚貴 5 佐道 哲也

28 西浦 一志 3 門 大貴

5 清水 大輔 29 早田 詩伊生

24 辻 倫太朗(→15 安田 潤二) 6 江口 直生

6 小田原 匡 7 清水 良平

11 皿谷 圭史郎 25 平間 駿

10 藤本 憲明(→17 吉田 彬哉) 23 塩川 慎也(→13 太田 悠人)

7 宮本 宗弥 11 川西 誠

42 高 崇彰(→ 8 大北 啓介) 8 寺東 宏典(→22 西岡 舜)

◆得点(アシスト)

大産大 1分 11 川西 誠(23 塩川 慎也)

近畿大 60分 7 宮本 宗弥(11 皿谷 圭史郎)

近畿大 66分 11 皿谷 圭史郎( 7 宮本 宗弥)

近畿大 72分 8 大北 啓介(24 辻 倫太朗)

攻撃陣にタレントの多い両チームの対戦は、やはりアグ

レッシヴなものになった。

先制点は早い時間に生まれた。１３分、阪南大はＣＫか

ら関学大ＤＦが大きくクリア出来なかったボールをＦＷ14,

井上翔太がヘッドでしっかりと押し込んだ。しかし、関学

大も二枚看板が魅せる。３８分。中盤でボールを受けたＦ

Ｗ10,阿部浩之がドリブルで縦に仕掛ける。阪南大のマーク

を十分に引き付けておいて、フリーで待つＭＦ7,梶川諒太

へ鮮やかなパスを通す。受けた梶川は、「相手の動きがしっ

かり見えた」と余裕を持ってＤＦとＧＫを抜いて、無人の

ゴールに蹴り込む。レベルの高いゴールで関学大が同点に

追い付き、前半を終える。

後半は、インカレ出場には勝ち点３の積み重ねがより必

要な阪南の攻撃が冴える。５３分、ＦＷ10,中村雄大が関学

大陣奥深くまでドリブルで侵入すると、エリア内で待つＭ

Ｆ9,村山拓哉にパス。村山はＧＫを良く見て、軽く浮かせ

たボールをネットに沈めた。追加点も阪南大。５７分に、

オーバーラップしたＳＢ19,飯尾竜太郎のクロスをＧＫの手

前でＭＦ11,泉澤仁が頭で合わせて決める。その後は、阪南

大が上手くゲームを支配して試合終了の笛が鳴った。阪南

大がレベルの高さを見せて追撃態勢に入った。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

試合開始から１分も経たないうちに、先制点が決まる。大

産大が中央からの仕掛けの勢いのまま、ＦＷ11,川西誠がゴー

ルを決めた。「特にゲームプランは変えなかった」（川西誠）

という大産大だが、良い意味での余裕から、しっかりと守り

が機能。近畿大が押し込んでも有効なフィニッシュには至ら

ない。

良いところ無く前半を終えた近畿大だったが、後半に地力

を発揮。６０分、ゴール前でボールを受けたＦＷ7,宮本宗弥

が見事な反転シュート。これが決まり、流れを引き寄せる。

６分後には、サイドから、横に横にとパスを繋ぎ、宮本から

フリーのＭＦ11,皿谷圭史郎にボールが渡る。皿谷が豪快に右

足を振り抜き、逆転に成功。まったく攻めが単調になってし

まった大産大に対して、近畿大はしっかりとボールとスペー

スを活用して、攻撃を続ける。そして、７２分に見事なゴー

ルが決まる。大産大陣内で前線の選手たちが、パスアンドムー

ブを繰り返し、トライアングルを続けて作り出す。テンポ良

く何本ものパスが繋がり、最後はＭＦ8,大北啓介が抜け出し

て、あっさりとゴール。基本的な動きを積み重ねて、ＤＦを

完全に崩した。守備陣も、後半は大産大のシュートを０本に

押さえ込み、２試合連続の逆転勝ちをした近畿大。勢いに乗

りそうだ。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月2日(日) 後期 第2節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ立命館大学

桃山学院大学ＶＳ姫路獨協大学

大体大 ０－１ 立命大

■10月2日(日) 11:30 KICK OFF

於：桃源郷運動公園陸上競技場

◇出場選手

大体大 立命大

31 姫野 昂志 31 寺石 智耶

12 皆口 裕司 39 内田 慎一郎

25 坂本 修佑 4 藤原 広太朗

4 濱上 孝次 3 小関 教平

5 馬場 将大 5 篠原 翔

30 稲浦 貴紀(→ 8 松澤 憲伸) 6 村上 巧

16 松竹 貴大 22 栗島 拓也

3 菅原 渉(→ 7 廣岡 太貴) 28 日高 洸平(→11 坂本 一輝)

18 田上 勇輝(→10 脇 睦) 10 藤田 浩平(→18 篠永 諒)

6 山本 大稀 13 戸高 弘貴

22 渡邉 悠介 8 淵本 翔太(→33 梅村 崇)

◆得点(アシスト)

立命大 73分 11 坂本 一輝

桃山大 １－１ 姫獨大

■10月2日(日) 14:00 KICK OFF

於：桃源郷運動公園陸上競技場

◇出場選手

桃山大 姫獨大

21 圍 謙太朗 21 佐藤 優太

2 中嶋 亮 40 日向 翼

37 谷口 功 5 権代 貴之

28 朴 斗翼 43 山根 拓己

30 草野 雄也 20 三代 真也

15 面家 康生 36 小原 勇人

18 須ノ又 諭 22 中坂 勇貴

14 山瀬 彰也(→13 葛城 遼) 29 小西 将人

67 水頭 廉(→17 海老名 翔太) 35 伊藤 将大

36 中東 優治 28 尾花 和真

22 松本 翼(→16 加藤 潤) 17 廣利 昌輝

◆得点(アシスト)

姫獨大 45＋1分 17 廣利 昌輝(28 尾花 和真)

桃山大 90分 13 葛城 遼( 2 中嶋 亮)

後期開幕戦で阪南大となんとか引き分けに持ち込んだ大

体大と、関学大によもやの６失点と大敗を喫した立命大と

の対戦。

立命大の仲井昇監督が「前節があれだけの大敗というこ

ともあり、勝ちにこだわったメンバー編成で、イメージを

変えて臨んだ」というようにスタメンスターティングメン

バーを４人、控え選手３人を入れ替えての試合となった。

前半は一進一退の攻防が続くが、１３分、大体大ＭＦ16，

松竹貴大のシュートをきっかけに、大体大が立て続けにチャ

ンスをつかむ。また、裏への飛び出しなど積極的な攻撃も

見られたが、「フィニッシュがだめ、チャンスを逃しすぎ

た」と坂本康博総監督。対する、立命大はサイド攻撃でチャ

ンスをつかむが、無得点。立命大が全体的にボールを支配

していたが、シュート数では大体大が上回り前半を終了。

後半、両チームとも目立った動きがない中、７３分、

「なるべくアンカーでサイドに散らす仕事が必要だった」

という今年リーグ戦初出場のＭＦ22,栗島拓也の左足から

左サイドへの展開から始まり、最後は交代出場したばかり

のＦＷ11,坂本一輝が流し込んで待望の先制点をあげ、こ

れが決勝点。立命大はほしかった勝点３を手に入れた。大

体大は前半のような積極的な攻撃が持続できればよかった

のではなかろうか。

（文：関西学連_T）

リーグ優勝を狙う桃山大となかなか勝ちきれず１２位の姫獨大

と、対照的なチーム同士の対戦。

いざ試合が始まると、「ボールを支配したからと言って勝てる

わけではない」（昌子力監督）、「相手の思い通りにやられた」

（池田昌弘コーチ）と言うように姫獨大がボールを支配していた

このゲーム。全体的に姫獨大の流れで試合が進む。一方、桃山大

はセカンドボールを拾えず、流れに乗りきれなかった。また、フィ

ニッシュまで持っていけず、「焦りすぎ」（ＭＦ18,須ノ又諭）

と、らしさを欠いた試合となった。 前半終了間際の45＋1分、

姫獨大がＭＦ28,尾花和真の左サイドからのクロスにＦＷ17,廣利

昌輝が見事に左足一閃。素晴らしいシュートで先制点をあげる。

と、同時に前半終了。

後半も特に大きな動きはなく試合は進み、姫獨大の勝利かと思

われた試合終了間際、桃山大はペナルティエリア内で細かくつな

ぎ、最後は途中出場のＭＦ13,葛城遼が「追いつけたことだけが

よかった」（池田コーチ・須ノ又）と誰もが喜ぶ同点ゴールを決

め、土壇場で追いついた。

結果として共に魔の時間帯で失点し、痛み分けとなった。

昌子監督は（リーグ戦の結果について）「現状を受け止めるしか

ない」としながらも、「数ある課題の内、いくつかは兆しが見え

た。選手たちがいい意味で楽しんでいるので雰囲気はいい。３歩

進んで２歩後退でも１歩進んでいる」と前向きに捉えていた。

（文：関西学連_T）



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！！


