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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月29日(土)・30日(日) 後期 第6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・姫獨大・同大・京園大）
サッカーライター 貞永 晃二（桃山大・大産大・関西大・立命大）
関西学連（阪南大・びわこ大・近畿大・大体大）

■10月30日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２
同志社大学ＶＳ立命館大学
「残り試合、強い相手を怖がらない」（同大・早坂賢太主

将）と強豪との連戦に心から入る。「相手がどこでも勝ち

点３を取りに行って、なんとか上に追いついて行かないと」

と立命大の仲井昇監督。

■10月30日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

近畿大学ＶＳ京都学園大学

近畿大の松井清隆監督は「サッカーを楽しめてないから精

神的にも苦しさが出る。プラス思考でやっていく」と今後

に向けて話す。対して「勝利の味を知った事は大きい、こ

れを続ける」（山下哲監督）と勢いに乗りたい。

■10月29日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２

大阪体育大学ＶＳ姫路獨協大学

大体大の坂本康博総監督は前節終了後「ボランチのところ
の課題は今日も残った。勝ち点が少ないから、どこが相手
でも勝ちに行くしかない」と上位に向けて意気込む。対し
て「下を向いていても駄目なので、前に進む」（姫獨大・
日向翼）と心を折らずに勝負する。

■10月29日(土) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

「前期引き分けているびわこ大は関大にも勝っているからね。次節から
１週間での３試合を1つ1つだね」と桃山大の楚輪博監督は今節から続く
３試合に向けて話す。対してびわこ大の望月聡監督は「(前節は)阪南大
のパスにやられた。桃山大もウチのいやなところをつくパスを持ってい
るので。ＤＦを固めながら攻めたい」と今節に向けて話す。

■10月30日(日) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２
関西学院大学ＶＳ大阪産業大学
「攻めにも出るが、前の選手の能力を活かすために守る」

（関学大・井林章）と自分たちのサッカーを崩さない。

「関学大には好調な選手が多い。試合を見たが、スキもあ

ると思う。選手はやってくれると思う」と大産大の櫛引実

監督は選手たちに期待をよせる。

■10月30日(日) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場
関西大学ＶＳ阪南大学
関西大の岡崎建哉は「去年、目の前で優勝を決められたし、
前期も負けているから、阪南には勝ちたい気持ちが強い」
と今節に向けた想いを話す。対して阪南大の井上翔太主将
は「得点は毎試合取れている。いかに失点を少なくするか
が課題。関西大は相性がいいので、失点をしないように勝
ちにいきます」と上位進出に向け意気込む。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月22日(土) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学

関西大学ＶＳ立命館大学

関西大 ６－２ 立命大

■10月22日(土) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手
関西大 立命大
1 金谷 和幸 1 岸上 和樹
2 都並 優太 2 山田 樹
23 寺岡 真弘 4 藤原 広太朗
4 小椋 剛 3 小関 教平
3 櫻内 渚(→32 内田 恭兵) 5 篠原 翔(→20 宮本 徹)
7 岡崎 建哉(→15 稲森 睦) 6 村上 巧
6 田中 裕人 22 栗島 拓也(→11 坂本 一輝)
21 和田 篤紀 8 淵本 翔太
17 奥田 勇太 10 藤田 浩平
9 片岡 道則(→18 安藤 大介) 43 岡本 知也(→28 日高 洸平)
10 木村 一貴 32 前岡 信吾

◆得点(アシスト)
関西大 1分 17 奥田 勇太(10 木村 一貴)
関西大 13分 7 岡崎 建哉
立命大 36分 10 藤田 浩平( 5 篠原 翔)
関西大 43分 17 奥田 勇太( 2 都並 優太)
関西大 67分 10 木村 一貴(18 安藤 大介)
関西大 69分 2 都並 優太
関西大 74分 17 奥田 勇太
立命大 79分 3 小関 教平( 5 篠原 翔)

首位・関西大との勝ち点差は４と縮まり、優勝も十分射

程圏内にとらえた３位・桃山大。勝負所での上位対決を前

に着実に勝ち点を積み重ねたい。対する１０位・大産大は

前節、実力者阪南大戦で後期初勝利を挙げた勢いで連勝を

狙う。

五分の展開から桃山大は８分、大産大のＦＫをはね返し

たカウンターから、右サイドを破ったＦＷ11,齋藤達也の

クロスをＭＦ38,道上隼人がダイレクトで決めて１－０。

やや勢いをなくした大産大を尻目に、先制でテンポよくボー

ルが回り始めた桃山大は、２７分に左ＣＫの流れからＭＦ

14,山瀬彰也のクロスをＤＦ28,朴斗翼がヘッドで叩いて２

－０と差を広げた。

５５分、大産大は交代カードを切り、ＤＦ34,満生充を

ＦＷに上げ反撃に出るが、ボールキープはできるもののゴー

ルチャンスにはつなげられない。逆に桃山大は途中出場の

ＦＷ22,松本翼が連続してチャンスを迎えるがこれも決め

られない。８２分、大産大は満生の正確なクロスがＦＷ11,

川西誠に渡る絶好機もＧＫ21,圍謙太朗に阻まれて無念。

最大のピンチを凌いだ桃山大はアディショナルタイムに松

本が「３度目の正直」とばかり落ち着いて蹴り込み３－０

とし、タイムアップ。桃山大は依然後期無敗のままだ。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

前節、びわこ大戦で苦杯を嘗めた首位・関西大。２位・同

大に勝ち点差２と迫られ、首位陥落の危機。一方、立命大は

前期開幕３連勝が嘘だったかのような不振で９位に沈み現在

２連敗中。ともに悪い流れを断ち切りたい試合だ。

開始１分、関西大がＦＷ17,奥田勇太の得点であっさりと

先制する。その後やや停滞した展開を、関西大ＭＦ7,岡崎建

哉がハーフライン付近から超ロングＦＫを直接決めて動かす。

劣勢の立命大も右ＳＢ5,篠原翔の突破からＦＷ10,藤田浩平

がヘッドで決めて１点を返すが、ここで勢いに乗れないのが

不振にあえぐチームの苦しさか、４３分に奥田に決められ再

び２点差とされる。

立命大はＦＷ11,坂本一輝を投入し追撃の後半としたかっ

たが、降り出した雨の中、関西大の繰り出す攻撃の前に完全

に後手を踏んでしまう。６７、６９分にＦＷ10,木村一貴、

ＳＢ2,都並優太の連続ゴール、さらに７４分には奥田がハッ

トトリック完成の６点目を挙げた関西大だったが、７９分に

立命大ＣＢ3,小関教平にヘッドで決められ、後味の悪い首位

キープとなった。

３連敗となったが、４試合で得点１だった立命大にとって

２得点は一筋の光明となるか、次節伝統の立同戦での奮起に

期待だ。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

桃山大 ３－０ 大産大

■10月22日(土) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大大産大

21 圍 謙太朗 1 朴 昇利

2 中嶋 亮 24 幾 将崇(→17 伊東 大志)

37 谷口 功 5 佐道 哲也

28 朴 斗翼 3 門 大貴

30 草野 雄也 34 満生 充

15 面家 康生 6 江口 直生

20 菅原 鉄平 7 清水 良平

38 道上 隼人 25 平間 駿

14 山瀬 彰也(→67 水頭 廉) 23 塩川 慎也(→ 2 高村 瑛仁)

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 11 川西 誠

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 8 寺東 宏典(→26 久良知 英範)

◆得点(アシスト)

桃山大 8分 38 道上 隼人(11 齋藤 達也,20 菅原 鉄平)

桃山大 27分 28 朴 斗翼(14 山瀬 彰也,30 草野 雄也)

桃山大 90＋2分 22 松本 翼(38 道上 隼人)



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年10月23日(日) 後期 第5節

近畿大学ＶＳ大阪体育大学

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

近畿大 １－２ 大体大

■10月23日(日) 14:20 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

◇出場選手

近畿大 大体大

1 大西 勝俉 31 姫野 昂志

2 橋村 卓郎(→30 小松 桂太) 12 皆口 裕司

4 水谷 尚貴 25 坂本 修佑

5 清水 大輔 4 濱上 孝次

28 西浦 一志(→23 木田 稔彦) 5 馬場 将大

10 藤本 憲明 18 田上 勇輝

8 大北 啓介 2 池永 航(→ 7 廣岡 太貴)

6 小田原 匡 20 山田 貴文(→17 小竹 一輝)

3 桂田 光 11 金 亨勲(→10 脇 睦)

7 宮本 宗弥 24 山口 幸太

11 皿谷 圭史郎(→ 9 田中 啓太) 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

近畿大 4分 5 清水 大輔

大体大 80分 10 脇 睦

大体大 85分 18 田上 勇輝( 7 廣岡 太貴)

このところ好調のびわこ大は、早い時間帯での先制点を

糧にゲームを優位に進めた。しかしペースを握りながら追

加点を取れなかったことが悔いを残すことになった。阪南

大の出足は攻守にまとまりを欠いた。ＤＦも連携が悪く、

攻めでも硬軟取り混ぜたいつものパスワークも出なかった。

そこをびわこ大につかれての失点だった。両校とも決め手

のないままにいたずらにタイムを消化する中で、阪南大が

追いついた。前半４０分、阪南大は中央３０ｍ付近のＦＫ

をＦＷ14,井上翔太が直接決めた。この1点は戦況を一気に

変えた。阪南大に勢いが付き、その５分後に勝ち越し点を

手にした。ようやくパスにもキレが出て、仕掛けも鋭さを

増した中で中央左寄りからＭＦ11,泉澤仁のパスを、ゴール

前のＦＷ34,小池恭一がさばいた。

後半、ゲームは阪南大ペース。びわこ大は防戦一方に追

い込まれた。阪南大は攻めのテンポもよくなり、相手ゴー

ル前での厚さも加わって再三びわこ大ゴール前を脅かした。

しかしびわこ大は「ＤＦの強化が今季の目標」という通り

ＤＦ陣が踏ん張ったが、後半23分、阪南大泉澤の個人技で

３点目を許し、後半４０分、ＭＦ18,竹内一貴が１点を返し

たが及ばなかった。

（文：関西学連）

前半終盤、退場で１人欠きハンデを背負った大体大だった

が、その大体大が後半、素晴らしい攻守で近畿大を圧倒して

逆転勝ち、貴重な勝ち点を手中にした。後半の大体大は個々

が体を張ったプレーを徹底するとともに、戦術的には強い風

を利したロングボールを主体に近畿大ゴールを圧倒し、途中

交代のベンチワークも冴えて快勝につなげた。ロングボール

で再三、近畿大をゴール前に押し込み続けた大体大は、後半

３５分、中盤左サイドのＭＦ18,田上勇輝の浮き球を途中交

代のＦＷ10脇睦がヘッドで決め同点。後半４０分には右スロー

インを、これまた途中出場のＭＦ7,廣岡太貴がつないでＭＦ

18,田上勇輝が決めて決勝点にした。個人的に殊勲者を上げ

るなら大体大の田上。前半は精力的に右サイドを快速で駆け

上がって何度となくチャンスメイクをし、後半はチャンスメ

イクだけでなく得点にすべて絡んだ。

近畿大は惜しい白星のチャンスを逃した。前半４分に中央

左寄りかのＦＫ（ＤＦ28,西浦一志キック）からゴール前の

混戦に持ち込みＤＦ5,清水大輔が押し込んだ。先制点は近畿

大を活気づかせるはずだったが、消極的攻守でむしろ受けに

回った。攻守が空回りしている大体大に合わせる感じで、そ

れは大体大が１人減になっても変わらず大きな悔いを残す戦

いになってしまった。

（文：関西学連）

阪南大 ３－２ びわこ大

■10月23日(日) 11:50 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

◇出場選手

阪南大 びわこ大

21 原田 直樹 37 柴田 大地

4 永井 鷹也(→ 5 岩本 知幸) 3 端山 亮平

3 二見 宏志 15 但馬 優斗

19 飯尾 竜太朗 33 二戸 将

26 藤内 建太 18 竹内 一貴

12 谷本 泰基 40 星 克弥

8 窪田 良 10 湯田 逸友

11 泉澤 仁(→ 7 可児 壮隆) 29 中村 謙吾(→36 三橋 拓也)

9 村山 拓哉 2 山本 泰平(→27 加藤 大樹)

14 井上 翔太 6 河村 大毅(→ 9 土井 俊典)

34 小池 恭一(→10 中村 雄大) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 14分 18 竹内 一貴(11 松田 力)

阪南大 40分 14 井上 翔太

阪南大 45＋1分 34 小池 恭一(11 泉澤 仁)

阪南大 68分 11 泉澤 仁( 9 村山 拓哉)

びわこ大 85分 18 竹内 一貴( 9 土井 俊典,27 加藤 大樹)



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月23日(日) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ姫路獨協大学

同志社大学ＶＳ京都学園大学

関学大 ３－０ 姫獨大

■10月23日(日) 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

関学大 姫獨大

21 一森 純 61 西岡 涼

2 高松 功一(→24 沓掛 勇太) 20 三代 真也(→38 今津 毅大)

34 福森 直也 40 日向 翼(→33 小野 雅史)

4 高橋 宏次郎 34 国司 和弥

6 津田 真吾 43 山根 拓己

25 卯田 堅悟(→18 平山 翔太郎) 36 小原 勇人(→13 川勝 康平)

38 花井 慎吾 22 中坂 勇貴

3 井林 章 29 小西 将人

7 梶川 諒太 35 伊藤 将大

17 三ノ宮 健介(→28 浅香 健太郎) 17 廣利 昌輝

10 阿部 浩之 37 友成 健悟

◆得点(アシスト)

関学大 16分 17 三ノ宮 健介(25 卯田 堅悟)

関学大 25分 10 阿部 浩之

関学大 47分 10 阿部 浩之

後期に入って、破壊的な攻撃力を誇示している

関学大に対して、姫獨大は、「サイドを封じるな

ど対策は考えた」（ＤＦ 40,日向翼）状態で試合

に臨んだ。しかし、今の関学大は、止められない

勢いが有る。１６分、ＦＷ 10,阿部浩之が、縦に

抜け出す。上手くサポートしたＭＦ 25,卯田堅悟

がパスを受け、そのままシュートするかと思われ

たが、更にフリーになっていたＦＷ 17,三ノ宮健

介に丁寧に流す。三ノ宮は蹴り込むだけ。見事な

連係から先制点を奪う。２５分には、ＣＫの流れ

から、三ノ宮がシュート。これはＤＦに阻まれた

が、阿部が豪快に振り抜き早くも２点差。姫獨大

も反撃に出たいが、関学大の３列目と最終ライン

が強さと読みで攻撃の芽を摘んでゆく。

関学大は後半開始早々にも、抜け出した阿部が、

コースを狙って流し込み、３点目。ここから、関

学大の攻撃の勢いも落ちたが、守備陣がしっかり

と姫獨大に対応。１試合で、３本のシュートに封

じ込み、強さを見せ付けた。関学大が狙う頂点へ、

勝ち続ける気持ちが統一されている。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

前節、関学大に大敗した京園大。しかし、その試合で、

山下哲監督は、「いくらやられても、戦う気持ちを持つ集

団にしたかった」と、敢えて関学大対策を取らなかった。

そして、同大相手に、選手はスピリットを見せる。決して

スマートな攻撃ではなかったかも知れないが、前半から押

し込む。得点にはならないものの、気迫を見せる。そして、

同大の攻撃に対しても、気迫を見せながらも、冷静にブロッ

クを築く。同大・主将の早坂賢太が「パスの繋ぎ所が無かっ

た」と振り返ったように、同大の攻めに突破口を与えない。

同大は、サイドチェンジや、縦への楔のパスが全く無し。

回させられているかのように、左右のＳＨ、ＭＦ7,東矢尚

仁、ＭＦ8,杉山和毅に渡すが、そこからが手詰まり。そし

て、京園大が、縦に速いカウンターを見せ始める。前に傾

いた同大の薄いＤＦ陣をＭＦ10,角野翔汰が切れ味鋭いドリ

ブルで襲う。そして、７２分。ＦＷ21,村上綾が単独突破。

粘り強くボールをキープして、ＭＦ31,杉山一貴に落とす。

杉山は冷静に左足インサイドでコントロールショット。歓

喜の先制点。ここから失点するのが京園大の悪癖だったが、

最後まで体を張って耐え抜いた。遂に掴んだ勝ち点３。戦

う心が得た勝利だ。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

同 大 ０－１ 京園大

■10月23日(日) 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 京園大

21 大杉 崇仁 13 黒岩 大生

3 三浦 修 14 外山 岳

13 福岡 寛之 5 池田 倫太朗

19 野地 諒平 4 朝比奈 魁人

2 曽根 賢太郎 6 城内 龍也

7 東矢 尚仁 16 池ノ上 将利

14 中里 太郎(→10 辻 智人) 67 豊永 翔也

6 早坂 賢太 10 角野 翔汰

8 杉山 和毅 63 新井 祐輝(→60 畠中 良)

17 堤 隆裕(→18 山崎 裕平) 31 杉山 一貴

11 松田 純也(→15 石津 令門) 21 村上 綾

◆得点(アシスト)

京園大 72分 31 杉山 一貴(21 村上 綾)



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！！




