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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月15日(土)・16日(日) 後期 第4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（近畿大・関学大・同大・姫獨大）
サッカーライター 貞永 晃二（大体大・京園大・関西大・大産大）
関西学連（立命大・びわこ大・桃山大・阪南大）

■10月15日(土) 11:30 KICK OFF

於：野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクＣ

桃山学院大学ＶＳ立命館大学

前節を終え「決定的なチャンスは４：３でウチだったかな。まあ

後まで全員が踏ん張った。負けないように攻守で踏ん張ってい

く」(桃山大・楚輪博監督)「相手のプレス、出足が良く、ボール

が回せなかった。次もしっかり守られると課題が出る。崩す策を

考えないと」(立命大・仲井昇監督)と両監督は振り返る。

■10月15日(土) 14:00 KICK OFF

於：野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクＣ

関西大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大の島岡監督は「とにかく自分たちの今置かれている状況を改

善しながら、進めていけるのがリーグ戦というもの。勝てたことを

教訓にして、次に臨みたい」。「後期は２戦とも守備の弱さを突か

れた。今日は守備ラインが下がらず守れた。これを弾みにして、攻

めではつなぐサッカーを徹底したい」とびわこ大の湯田逸友主将。

■10月15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姫路獨協大学
「この完敗は忘れて、連敗しない事」（近畿大・田中
幸雄ＧＭ）と切り替えたチームと、「リスクを背負っ
ても点を獲る」（姫獨大・河野大星主将）という形振
り構わぬ姿勢の勝負。

■10月15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大阪体育大学
「やり難い相手だが、乗り越える」（同大・東矢尚仁）は
夏の王者大体大に精神面で勝つ姿勢。「チームが乗ってき
ているところで、全試合出場のＤＦ菅原の出場停止は痛い。
同大は上手いし、色んなことができるので、どうやらせな
いかだけ」と大体大の坂本康博総監督は話す。

■10月16日(日) 14:00 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
関西学院大学ＶＳ京都学園大学
「点は取れたけど、プレスが甘い」（関学大・阿部浩之）
と守りを忘れずに勝負する。京園大の西政治コーチは関学
大戦に向け「もう一回分析して今やれることを徹底するだ
け。あと８試合あるので、思い切ってやるだけ」と話す。

■10月16日(日) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

阪南大の須佐徹太郎監督は前節を「前半の流れはウチにあっ

たがモノに出来なかったのが反省点。それと守りをもう少

し頑張れないと」と振り返る。一方大産大の清水良平は

「先制して２試合連続して逆転されているので、もっと踏

ん張れるようにしたいし、もう１点取りたいそうすれば勝

てるはず」と白星獲得に意欲を見せる。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月8日(土) 後期 第3節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

近畿大学ＶＳ関西学院大学

同志社大学ＶＳ姫路獨協大学

同 大 ２－０ 姫獨大

■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

◇出場選手

同 大 姫獨大

21 大杉 崇仁 21 佐藤 優太

3 三浦 修 20 三代 真也

13 福岡 寛之 40 日向 翼(→46 城前 貴大)

19 野地 諒平 34 国司 和弥

2 曽根 賢太郎 43 山根 拓己

7 東矢 尚仁 36 小原 勇人(→37 友成 健悟)

57 村上 慎(→17 堤 隆裕) 22 中坂 勇貴

6 早坂 賢太 29 小西 将人

8 杉山 和毅(→37 中村 祐輝) 35 伊藤 将大

15 石津 令門 28 尾花 和真(→ 9 河野 大星)

10 辻 智人(→11 松田 純也) 17 廣利 昌輝

◆得点(アシスト)

同 大 43分 15 石津 令門( 7 東矢 尚仁)

同 大 63分 7 東矢 尚仁(17 堤 隆裕)

近畿大陣営に何度か確認したが、「関学の強力な

個の能力への対策」は、しっかりしていた。しかし、

この試合で、個の能力が上回ってしまった。先制は

近畿大だった。３０分。ＦＫの流れから、クロスを

ＭＦ8,大北啓介がフリーでヘッド。しかし、反撃が

早かった。４分後には、関学大ＭＦ7,梶川諒太が強

引に捻じ込み同点とする。

後半早々の得点がゲームの方向を決めた。４９分、

ＦＷ17,三ノ宮健介のパスを、ＦＷ10,阿部浩之が軽

いタッチで沈めて逆転。更には、６４分。ＣＫの混

戦から三ノ宮が決めて、追加点。関学大の阿部が圧

巻のパフォーマンスを魅せたのは、ここから。７０

分にエリア外でパスを受けると速い反転から「コー

スを狙って」（阿部）ゴールを決める。そして、７

８分には、同じような位置から、今度は、反転しな

がらの弾丸シュート。１試合ごとに成長を見せ付け

る阿部の活躍もあって、関学大が上位に迫って来て

いる。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

試合開始早々。姫獨大の守備の乱れから、同大ＦＷ10,

辻智人がフリーでシュートを放つが、ゴールライン上で

クリアされる。荒れる兆候かと思われたが、ゲームはこ

こから静まる。両者、中盤ではボールをキープするが、

そこからの手段を見出せない。サイドから崩すでも無し、

中央を割って行く事も無い。その内にパスミスが起こり

敵にボールを渡す展開。焦れた展開だったが、こじ開け

たのは同大。４３分。右サイドでボールを受けたＭＦ7,

東矢尚仁が、ラインの裏に絶妙のパス。これを快足を飛

ばしてＦＷ15,石津令門が追い付き、ＧＫとの１対１を

制す。重たい前半を振り払うゴールで、同大はやや楽に

なった。

後半も、姫獨大のラインを狙っていた同大は、ＦＷ17,

堤隆裕のラストパスを、東矢が受ける。ドリブルで独走

した東矢は、「相手ＧＫが見えていた」という余裕から

チップキックで浮かして追加点。この後、姫獨大もサイ

ドを活用して反撃に出る。２度、右サイドからのクロス

で決定機があったが、枠を捉えず。同大がしっかりと勝

ち点を２８に伸ばした。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

近畿大 １－５ 関学大

■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

◇出場選手
近畿大 関学大
1 大西 勝俉 21 一森 純
3 桂田 光 2 高松 功一
5 清水 大輔 34 福森 直也(→ 5 桑野 裕士)
4 水谷 尚貴 4 高橋 宏次郎
28 西浦 一志 6 津田 真吾
6 小田原 匡 26 小幡 元輝
8 大北 啓介 20 関 皓平(→38 花井 慎吾)
24 辻 倫太朗(→20 山脇 揚平) 3 井林 章
10 藤本 憲明 7 梶川 諒太(→18 平山 翔太郎)
7 宮本 宗弥 17 三ノ宮 健介
11 皿谷 圭史郎(→23 木田 稔彦) 10 阿部 浩之

◆得点(アシスト)
近畿大 30分 8 大北 啓介( 3 桂田 光)
関学大 34分 7 梶川 諒太
関学大 49分 10 阿部 浩之(17 三ノ宮 健介)
関学大 64分 17 三ノ宮 健介
関学大 70分 10 阿部 浩之(17 三ノ宮 健介)
関学大 78分 10 阿部 浩之( 6 津田 真吾)



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年10月9日(日) 後期 第3節

桃山学院大学ＶＳ阪南大学

立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

立命大 ０－１ びわこ大

■10月9日(日) 11:30 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

◇出場選手

立命大 びわこ大

1 岸上 和樹 37 柴田 大地

39 内田 慎一郎 3 端山 亮平

4 藤原 広太朗 5 石橋 勇二

3 小関 教平 15 但馬 優斗

5 篠原 翔 33 二戸 将

22 栗島 拓也 18 竹内 一貴

6 村上 巧 4 石間 寛人

43 岡本 知也(→11 坂本 一輝) 10 湯田 逸友

10 藤田 浩平(→32 前岡 信吾) 2 山本 泰平(→31 矢澤 貴文)

13 戸高 弘貴 6 河村 大毅(→36 三橋 拓也)

8 淵本 翔太(→28 日高 洸平) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 72分 10 湯田 逸友

桃山大 ２－２ 阪南大

■10月9日(日) 14:00 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

◇出場選手

桃山大 阪南大

21 圍 謙太朗 21 原田 直樹(→ 1 土師 一将)

2 中嶋 亮 5 岩本 知幸

37 谷口 功 4 永井 鷹也

28 朴 斗翼 19 飯尾 竜太朗

30 草野 雄也 3 二見 宏志

15 面家 康生 9 村山 拓哉(→ 7 可児 壮隆)

20 菅原 鉄平 8 窪田 良

14 山瀬 彰也(→10 小倉 慎太郎) 11 泉澤 仁

67 水頭 廉(→38 道上 隼人) 17 神門 拓哉(→12 谷本 泰基)

36 中東 優治 14 井上 翔太

22 松本 翼(→11 齋藤 達也) 10 中村 雄大

◆得点(アシスト)

桃山大 50分 22 松本 翼

桃山大 56分 15 面家 康生(20 菅原 鉄平)

阪南大 62分 11 泉澤 仁( 3 二見 宏志)

阪南大 64分 14 井上 翔太( 3 二見 宏志)

びわこ大が「欲しかった」白星を、ＰＫで得た貴重な１

点を守り切って手中にした。何しろびわこ大は、前期の第

４節、関西大に２－０で勝って以来、引き分けを４試合挟

んでいるとはいえ、後期も２連敗スタートで実に９節間も

白星がなかったのだから。かつては２位を占めたこともあ

り、常に上位を狙っているチームとしては、望月監督が

“なでしこ”コーチで不在がちというハンデがあったとし

ても、はがゆかったことだろう。ゲームは立命大がＭＦ43,

岡本知也を加えてトップを３枚に近い形で超攻撃的布陣を

引き、一方びわこ大はワントップで中盤を厚くするシフト

で、激しい中盤の主導権争いが焦点だった。

「前節の大体大戦で勝ちにこだわるメンバー入れ替えが

生きた。それをさらに攻撃的に」（立命大・仲井昇監督）

「守備をしっかり、つないで攻めよう」（びわこ大・湯田

逸友主将）お互いに思惑は中盤での激しい攻防戦になった。

後半に入っても互角の攻防が続いたが、２７分、ふいに転

機が訪れた。右サイドからのクロスに合わせようとゴール

前に走りこんだびわこ大ＭＦ18,竹内一貴に、立命大ＤＦ4,

藤原広太朗が痛恨のファール。このＰＫをＭＦ10,湯田逸友

がバースディゴールにするとともに、びわこ大にはうれし

い久々の白星につなげた。

（文：関西学連）

前期、追いつ追われぬ攻防を展開した両チーム。結果は５－３と

桃山大が阪南大に打ち勝ったが、後期の一戦もさすがにリーグでトッ

プ争いをする両チームにふさわしい内容の濃い好ゲームになった。

桃山大には前節、姫獨大に終始先手を取られ辛うじて引き分けに持

ち込んだゲームでの反省があったろうし、阪南大にはふさわしから

ぬ前期の戦いでの反省もあったろう。互いにスキあらばの針差の攻

防が随所で激突した。阪南大は前半ゲームの先手を取りかけ、２３

分、ＰＫを得た。しかし、阪南大がこのＰＫを外したことが両チー

ムに大きく影響をした。攻防が互角になり、その流れが桃山大に上

向いたことで、後半、桃山大が先手を取るゲーム展開になった。

桃山大は後半５分先手を取った。ゴール前の混戦からＦＷ22,松

本翼が押し込み先制。その直後１１分には、桃山大らしい速いテン

ポでパスを展開し、右サイドのＭＦ20,菅原鉄平からクロスを受け

たＭＦ15,面家康生が距離はあったが、豪快に決めて２－０と安全

圏に飛び込んだかに見えた。しかし、阪南大も粘りと、それを支え

るスキルでは卓越している。１７分にはわずかなスキをついて左サ

イドＤＦ3,二見宏志―ゴール中央のＭＦ11,泉澤仁とパスが通って

１点。さらに桃山大の２点目のお返しとばかり、２分後の１９分、

今度は二見のスローインをＦＷ14,井上翔太が直接決めて追いつい

た。その後は激しい攻防の中で互いに勝機を見いだせず引き分けた。

（文：関西学連）



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月10日(月・祝) 後期 第3節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ京都学園大学

関西大学ＶＳ大阪産業大学

大体大 ３－０ 京園大

■10月10日(月・祝) 11:45 KICK OFF

於：西京極総合運動公園補助競技場

◇出場選手

大体大 京園大

31 姫野 昂志 13 黒岩 大生

12 皆口 裕司 14 外山 岳

3 菅原 渉 5 池田 倫太朗

4 濱上 孝次 45 上園 拓也

5 馬場 将大 43 吉良 将(→60 畠中 良)

24 山口 幸太(→ 8 松澤 憲伸) 67 豊永 翔也

16 松竹 貴大 4 朝比奈 魁人

7 廣岡 太貴 63 新井 祐輝(→52 村尾 将平)

18 田上 勇輝(→11 金 亨勲) 57 下栗 誠矢

6 山本 大稀 31 杉山 一貴

22 渡邉 悠介(→10 脇 睦) 21 村上 綾(→80 重信 勇貴)

◆得点(アシスト)

大体大 24分 22 渡邉 悠介( 4 濱上 孝次, 6 山本 大稀)

大体大 29分 18 田上 勇輝(22 渡邉 悠介)

大体大 90＋2分 10 脇 睦( 6 山本 大稀)

関西大 ２－１ 大産大

■10月10日(月・祝) 14:15 KICK OFF

於：西京極総合運動公園補助競技場

◇出場選手

関西大 大産大

1 金谷 和幸 1 朴 昇利

2 都並 優太 24 幾 将崇

23 寺岡 真弘 5 佐道 哲也

4 小椋 剛 3 門 大貴

3 櫻内 渚 34 満生 充

6 田中 裕人 6 江口 直生

7 岡崎 建哉 25 平間 駿(→29 早田 詩伊生)

21 和田 篤紀(→15 稲森 睦) 7 清水 良平

17 奥田 勇太 23 塩川 慎也

9 片岡 道則(→14 保井 隆志) 8 寺東 宏典(→ 2 高村 瑛仁)

10 木村 一貴(→18 安藤 大介) 11 川西 誠(→10 安 泰潤)

◆得点(アシスト)

大産大 64分 2 高村 瑛仁

関西大 83分 17 奥田 勇太( 2 都並 優太)

関西大 88分 14 保井 隆志( 7 岡崎 建哉, 6 田中 裕人)

夏、総理大臣杯を制した６位大体大だが、後期は１分１

敗と未だ白星がない。一方、初の１部昇格となった今季は

低迷が続き、挙げた勝ち点５はすべて引き分けと、こちら

も勝利に飢えた京園大が対戦した。

序盤はＭＦ57,下栗誠矢、31,杉山一貴、ＦＷ21,村上綾

らのテクニカルな京園大の攻撃が大体大を圧倒した。さら

に１３分、大体大ＤＦ3,菅原渉の一発退場となるファウル

でＰＫを得た京園大だったが村上がこれを失敗、絶好機を

逃した。１０人となった大体大は、その後の劣勢もＧＫ31,

姫野昴志を中心にじっくり耐え、２４分のＦＫから決めた

ＦＷ22,渡邉悠介の先制点を導いた。ここで弱みを見せ崩

れてしまうのが未勝利チームのもろさか、５分後にＭＦ18,

田上勇輝にも決められた京園大は２点のビハインドを追う

ことになった。

後半は一進一退から、１人少ない分を全員で補った大体

大のペースで進むが、６３分、８２分と決定的な場面は京

園大がつかむが、スコアは動かない。そしてアディショナ

ルタイムにＭＦ6,山本大稀のプルバックを交代出場のＦＷ

10,脇睦が押し込み３－０。厳しい判定で８０分間近くを

１０人で戦うことになった大体大が、少ないチャンスを確

実に決め後期初勝利を果たした。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

後期２連勝スタートの関西大だが、内容的にはピリッと

したところが感じられず、対戦する下位チームを圧倒する

までには至らない。逆に大産大は同大と分けて、近畿大相

手には惜しい逆転負けなど、前期よりも内容的な向上が見

える。

前半は互角の展開。ボールポゼッションでは関西大が優

るが、シュートには持ち込めず、ＭＦ7,清水良平のクロス

バーをかすめる惜しいミドルなど決定機では大産大が上回っ

た。

後半も、ゴールを脅かすという意味では大産大の優勢が

続く。そして６４分、相手のクリアミスを見逃さず打った

交代出場のＭＦ2,高村瑛仁のシュートは関西大ゴール左ス

ミに突き刺さった。追う立場となった関西大は７６分、Ｐ

Ｋに見えた場面も取ってもらえずストレスの貯まる戦いが

続く。しかし、関西大がさすがの勝負強さを見せつけたの

は、２人同時の交代カードを切った７７分以降だ。まず８

３分、ＤＦ2,都並優太のクロスをＦＷ17,奥田勇太が決め

る「ユウタホットライン」で同点とし、５分後にもＭＦ7,

岡崎建哉から6,田中裕人へ、 後はリーグ戦初出場のＭＦ

14,保井隆志が蹴り込み逆転に成功しそのまま逃げ切った。

内容では互角以上だった大産大には悔やまれる試合となっ

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

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！！




