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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年11月3日(木・祝) 後期 第7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・京園大・関西大・阪南大）
フリーライター 久住 真穂（関学大・大産大・同大・立命大）
サッカーライター 貞永 晃二（大体大・姫獨大・桃山大・びわこ大）

■11月3日(木・祝) 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立命館大学

「もっと前から守りに入って速い攻撃を狙う」(近畿大・

山脇揚平)と激しいプレスを狙う。何かきっかけを掴み

たい立命大。「勝利が一番力になる」と藤田浩平。

■11月3日(木・祝) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２

大阪産業大学ＶＳ京都学園大学

「守備から入ることは出来たので、攻撃力を高めたい」

と大産大の全信俊コーチ。「もっと早いサポートを心掛

けたい」（京園大・角野翔汰）と、攻守の厚みを課題に、

次に挑む。

■11月3日(木・祝) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

桃山学院大学ＶＳ同志社大学
「この３連戦が一つの山場。同大は順位が近いし、
順位を見れば強い事は分かる。気を引き締めてやり
たい」と桃山大の楚輪博監督。同大の早坂賢太は
「メンバーが代わる中、チームとして、どう戦うか
が大事」と見据える。

■11月3日(木・祝) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

関西大学ＶＳ大阪体育大学
「試合中に選手間のコミュニケーションが出来たので、それ
を継続したい」（関西大・田中裕人）と、自発的なサッカー
で頂点を狙ってゆく。対して大体大の坂本康博総監督は「ケ
ガ人も出てメンバーが揃わない。当たって砕けろです。対策
は何もない」と関西大戦に向け話す。インカレ出場に向けて
重要な一戦となる。■11月3日(木・祝) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場
阪南大学ＶＳ姫路獨協大学

「攻撃力は有るが、失点が続いているので、守りをまず

しっかりと」（阪南大・原田直樹）と、ゼロに抑える事

を心掛ける。「コーチ陣や選手、とくに４年、３年は危

機感をもってやってほしい」と姫獨大の昌子力監督。

■11月3日(木・祝) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２
関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
「この二連戦が大事。びわことは相性よくないが、勝ち

たい」と関学大・桑野裕士。「互いに声をかけて質を上

げるしかない。味方がベストな判断ができるように助け

られるコーチングを再認識させたい」とびわこ大の望月

聡監督。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月29日(土) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ姫路獨協大学

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

桃山大 ４－２ びわこ大

■10月29日(土) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

□出場選手

桃山大 びわこ大

21 圍 謙太朗 37 柴田 大地

2 中嶋 亮 3 端山 亮平

37 谷口 功 15 但馬 優斗

28 朴 斗翼 5 石橋 勇二

30 草野 雄也 33 二戸 将

15 面家 康生 18 竹内 一貴(→19 杉山 雄亮)

20 菅原 鉄平 10 湯田 逸友

14 山瀬 彰也 6 河村 大毅

38 道上 隼人(→67 水頭 廉) 8 藤本 義人(→ 2 山本 泰平)

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 27 加藤 大樹

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 9 土井 俊典(→32 三輪 優平)

◆得点(アシスト)

びわこ大 13分 6 河村 大毅

桃山大 20分 36 中東 優治(38 道上 隼人)

桃山大 38分 36 中東 優治(14 山瀬 彰也)

桃山大 41分 38 道上 隼人

桃山大 56分 38 道上 隼人( 2 中嶋 亮)

びわこ大 57分 27 加藤 大樹( 9 土井 俊典)

６位・大体大は夏の総理大臣杯王者として再び全国の舞

台＝インカレへの出場権を得たいところ。目標となる３位

との勝ち点差は５、残り試合数６を考えるとひたすら勝利

を積み重ねるしかない。一方、後期開幕から上位チームと

の対戦が続く姫獨大は、内容的にはいいものを見せ相手を

苦しめるのだが、３試合連続ノーゴールが響き勝ち点を伸

ばせずにいる。

まず大体大ペースで始まった試合は、１０分を過ぎて姫

獨大がリズムをつかむが、それも続かない。再び試合を支

配した大体大は、ＭＦ18,田上勇輝が幾度も強引なドリブ

ル突破で相手ゴールに迫るが、逆に姫獨大ＦＷ17,廣利昌

輝にきわどいシュートを打たれ、ＧＫ31,姫野昴志の好セー

ブに救われ０－０で前半を終えた。

後半、互いにチャンスを作れない中、ようやく試合を動

かしたのは大体大。６１分、ＭＦ6,山本大稀のシュートが

ブロックされこぼれたところをＦＷ10,脇睦が確実に押し

込んだ。先制後は次々とチャンスを作った大体大だったが、

ＭＦ16,松竹貴大、田上、ＭＦ20,山田貴文のシュートは決

まらず、終盤姫獨大ＭＦ30,田村健太のシュートにヒヤリ

とさせられた。勝った大体大だが坂本総監督の渋い表情が

試合内容を如実に表していた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

後期に入り３勝２分と好調を維持する桃山大は２位に

つける。楚輪博監督は「全国で戦いたい」とあくまでも

インカレ出場を重視するが、勝ち点差４と首位・関西大

の背中は手の届くところにある。対するびわこ大は８位。

第３、４節で立命大、関西大に連勝したものの前節は敗

戦と、安定した戦い方さえできれば、もっと上位にいて

もおかしくないチームだ。

びわこ大ＭＦ6,河村大毅の鮮やかな直接ＦＫが決まっ

たのは１３分。４分にも同じような位置から狙って失敗

したが上手く修正した。リードされた桃山大だが、好調

ぶりを裏付けるようにサイドから、中央からと相手に的

を絞らせない攻めで反撃する。そして２０分、右サイド

からのクロスをＦＷ36,中東優治が決め同点とすると、

３８分再び中東が逆転弾、さらに４１分にはＭＦ38,道

上隼人の３戦連続となるゴールであっという間に２点差

をつける。

後半に入っても危なげなく試合を進める桃山大は５６

分にまたも道上が決め試合を決めたかと思われたが、直

後びわこ大ＭＦ27,加藤大樹に決められ再び２点差と迫

られる。「自分たちで苦しくした」と楚輪監督が振り返

るように、上位との対戦を控えいくつか課題も見えた桃

山大の戦いぶりだった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

大体大 １－０ 姫獨大

■10月29日(土) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

□出場選手

大体大 姫獨大

31 姫野 昂志 21 佐藤 優太

12 皆口 裕司 20 三代 真也

25 坂本 修佑 5 権代 貴之

4 濱上 孝次 34 国司 和弥

5 馬場 将大 43 山根 拓己(→33 小野 雅史)

6 山本 大稀 30 田村 健太

7 廣岡 太貴(→20 山田 貴文) 22 中坂 勇貴

16 松竹 貴大 29 小西 将人

18 田上 勇輝(→28 藤山 宗徳) 35 伊藤 将大

22 渡邉 悠介 17 廣利 昌輝(→ 9 河野 大星)

10 脇 睦(→11 金 亨勲) 37 友成 健悟(→16 五百川 雄太)

◆得点(アシスト)

大体大 61分 10 脇 睦



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年10月30日(日) 後期 第6節

同志社大学ＶＳ立命館大学

関西学院大学ＶＳ大阪産業大学

同 大 １－０ 立命大

■10月30日(日) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

□出場選手

同 大 立命大

1 安井 豪 31 寺石 智耶

3 三浦 修 2 山田 樹

6 早坂 賢太 4 藤原 広太朗

5 佐川 雅也 3 小関 教平

4 諸隈 巧基 37 武田 有祐

18 山崎 裕平(→ 7 東矢 尚仁) 6 村上 巧

20 矢野 亮 10 藤田 浩平

34 宮本 龍(→17 堤 隆裕) 20 宮本 徹(→28 日高 洸平)

57 村上 慎 5 篠原 翔

15 石津 令門(→10 辻 智人) 8 淵本 翔太(→32 前岡 信吾)

11 松田 純也 11 坂本 一輝(→33 梅村 崇)

◆得点(アシスト)

同 大 88分 11 松田 純也( 7 東矢 尚仁)

リーグＮｏ．１の攻撃力を誇る関学大と、一つ

でも勝ち点を伸ばしたい大産大。序盤から試合を

支配したのは、関学大だ。常に敵陣内でキープし、

ＤＦラインも高い。だが、この日集中していた大

産大の守備陣は２人がかりでキーマンをシャット

アウト。注目は大阪桐蔭高校時代の同級生対決。

関学大ＭＦ10,阿部浩之と、大産大ＤＦ 34,満生充

のマッチアップは加速する。「満生は、ボールフィー

リングの良い阿部の感覚を理解している」（大産

大・全信俊コーチ）と徹底的に仕事をさせない。

一方、大産大は途中４－５－１に変更し、前線を

基点に関学大の隙を狙い突破を図るもゴールが遠

い。膠着状態になりかけたゲームに風を吹き込ん

だのは、関学大ＦＷ 11 ,熊木翼。「運を持ってい

る」（ＤＦ 5,桑野裕士主将）と、流れを手繰り寄

せる。そして最後、チームを救ったのは阿部。相

手ＧＫのキャッチをこぼれたところを逃さず押し

込んだ。まさに勝利がこぼれてきたといいたいが、

雨でＧＫのミスを狙っていたのは流石。関学大が

３位をキープした。

（文：フリーライター 久住 真穂）

８８分、左サイドを切り裂いた同大ＦＷ11,松田

純也がゴールへ突き刺した。雨の堺、まさに第一

試合と同じ展開での幕切れとなった。前節、京園

大戦を落とした同大。前節からスタメンが８人も

変わる大胆な策に出た。立命大が優位に進めたが、

ＧＫ・ＤＦ陣を４回生で揃えた同大は落ち着いて

カバー。攻撃面では中盤のＭＦ20,矢野亮を基点に、

縦や両サイドへちらし、速攻で仕掛けた。同じく

前節、関西大に大敗を喫した立命大だが、ここ数

試合の中ではない守備から組み立てボールを動か

し、前線へと大きな展開で先制点を狙う。

後半、最大のチャンスはＦＷ11,坂本一輝自らペ

ナルティエリア手前で奪い右足を振りぬいたが、

ボール一つ分足りない。「互角の戦いで“勝ちた

い”という気持ちの強いほうにゴールが決まった」

（立命大ＭＦ10,藤田浩平主将）メンバーが入れ替

わる中、苦しい状況でも勝ちきるというのが今年

の同大の真骨頂だろう。立命大は目の前で勝ち点

を逃し入替戦圏内のまま。メンバーには涙を流す

者も。いよいよ後期リーグも佳境に入った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

関学大 １－０ 大産大

■10月30日(日) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

□出場選手

関学大 大産大

21 一森 純 1 朴 昇利

2 高松 功一 24 幾 将崇

4 高橋 宏次郎 5 佐道 哲也

6 津田 真吾 3 門 大貴

34 福森 直也 34 満生 充

3 井林 章 6 江口 直生(→ 2 高村 瑛仁)

38 花井 慎吾(→ 9 浦島 彰洋) 7 清水 良平

7 梶川 諒太 13 太田 悠人

26 小幡 元輝(→18 平山 翔太郎) 25 平間 駿

10 阿部 浩之 8 寺東 宏典(→23 塩川 慎也)

17 三ノ宮 健介(→11 熊木 翼) 11 川西 誠(→26 久良知 英範)

◆得点(アシスト)

関学大 89分 10 阿部 浩之



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年10月30日(日) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

近畿大学ＶＳ京都学園大学

関西大学ＶＳ阪南大学

近畿大 ３－１ 京園大

■10月30日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

□出場選手

近畿大 京園大

1 大西 勝俉 13 黒岩 大生

2 橋村 卓朗 41 高田 格聡

3 桂田 光 5 池田 倫太朗

5 清水 大輔 4 朝比奈 魁人

28 西浦 一志 43 吉良 将

16 松本 惇史 67 豊永 翔也

17 吉田 彬哉(→11 皿谷 圭史郎) 16 池之上 将利

20 山脇 揚平(→25 田中 福彦) 10 角野 翔汰(→26 羽田野 勇志)

24 辻 倫太朗 63 新井 祐輝(→80 重信 勇貴)

7 宮本 宗弥 31 杉山 一貴(→52 村尾 将平)

10 藤本 憲明 21 村上 綾

◆得点(アシスト)
近畿大 13分 17 吉田 彬哉(10 藤本 憲明)

京園大 41分 21 村上 綾(41 高田 格聡)

近畿大 58分 10 藤本 憲明

近畿大 60分 20 山脇 揚平( 7 宮本 宗弥)

インカレへ、もう勝ち点を落とせない近畿大。対するは、

前節で待望の勝利を挙げて勢いのある京園大。試合開始と

ともに強くなった雨の中、キックオフ。前半は互いに３本

ずつのシュートだったが、効率良く１点ずつを奪い合う。

先手を打ったのは、近畿大。バイタルエリアでボールを受

けたＦＷ10,藤本憲明が、京園大ＤＦラインの間にスルー

パス。これを、ＭＦ17,吉田彬哉が左足で、逆サイドのネッ

トに届ける。京園大は、４１分。右サイドをコンビネーショ

ンで崩して、ＤＦ41,高田格聡がクロス。エリア内でフリー

で待ち構えていたＦＷ21,村上綾がヘッドで合わせて追い

付く。後半になって、近畿大が一気に攻めにかかる。５８

分。左サイドでＦＫを得た近畿大は、藤本がＦＫをエリア

内に蹴り入れる。このボールがスピードが有り、誰も触れ

ず、そのままネットに突き刺さる。その直後には、サイド

に開いたＦＷ7,宮本宗弥が中央に折り返す。そこにフリー

で飛び込んだＭＦ20,山脇揚平が、ＧＫと１対１。山脇は、

「トラップをミスしたけど、ＧＫは見えていた」と、浮か

せたボールで脇を抜いて３点目。この後は、しっかりと守

りきった近畿大が、インカレ戦線に生き残った。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

ショートパスを武器にする両チーム。前半から細かく繋

いで攻めたのは阪南大。ワンタッチ、ツータッチで繋ぎ、

敵陣深くまで入ると積極的にドリブル勝負を仕掛けた。決

定機なチャンスは量産出来なかったものの、関西大守備陣

をゴール前に釘付けにする。その攻撃が実ったのは、２６

分。ＦＷ34,小池恭一が横へはたいたパスを、ＭＦ12,谷本

泰基がさらに横へ流す。フリーで受けたのは、ＭＦ11,泉澤

仁。ワントラップして、冷静にグラウンダーのシュートを

蹴り込む。なかなか攻め手が見付からなかった関西大だが、

粘り強い攻めで追い付く。３２分、カウンターからＦＷ17,

奥田勇太とＦＷ18,安藤大介が、２枚でパス交換。最後は、

奥田が相手と縺れながら出したパスを、安藤が、逆サイド

のポストに当てて捻じ込む。

後半は、激しい戦いになり、カードも増える。攻め込ん

だのは阪南大だが、決定機は関西大に多かった。奥田がＰ

Ｋを得て、自ら蹴ったが、阪南大ＧＫ21,原田直樹が「読ん

でいた」としっかりストップ。試合終了間際には、関西大

のＭＦ7,岡崎建哉が直接ＦＫを狙うがポストを直撃。結局、

痛み分け。今後、この勝ち点１が互いにどういう意味を持

つか。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

関西大 １－１ 阪南大

■10月30日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

□出場選手

関西大 阪南大

1 金谷 和幸 21 原田 直樹

2 都並 優太 4 永井 鷹也

23 寺岡 真弘 3 二見 宏志

4 小椋 剛(→27 藤原 賢土) 19 飯尾 竜太朗

32 内田 恭兵 26 藤内 建太

15 稲森 睦 12 谷本 泰基

6 田中 裕人 8 窪田 良

21 和田 篤紀 11 泉澤 仁(→22 工藤 光輝)

17 奥田 勇太 9 村山 拓哉(→10 中村 雄大)

18 安藤 大介 14 井上 翔太

9 片岡 道則(→ 7 岡崎 建哉) 34 小池 恭一

◆得点(アシスト)

阪南大 26分 11 泉澤 仁(12 谷本 泰基,34 小池 恭一)

関西大 32分 18 安藤 大介(17 奥田 勇太)



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！！


	

