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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年11月5日(土)・6日(日) 後期 第8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◆ 関西学連（桃山大・同大・関西大・大体大）
関西学連_T（阪南大・姫獨大・近畿大・立命大）
関西学連幹事（大産大・京園大・関学大・びわこ大）

■11月5日(土) 11:30 KICK OFF

於：西京極総合運動公園陸上競技場

同志社大学ＶＳ阪南大学
同大・望月慎之監督は「(前節は)いい形で後半一度は

追いついたが、まだ未消化。開き直って勝ちに行くしか

ない」と話す。「ボールを奪って仕掛けて崩すサッカー

をしたい」と阪南大・村山拓哉。前節の勢いを見せるか。

■11月5日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

関西大学ＶＳ関西学院大学
「順位の意識より、地道に自分のプレーをやり続けるこ

とが大事と思っている。次の関関戦、伝統の一戦ですが、
互いに意地を張りあうだけのゲームにはしたくない」と関
西大・島岡健太監督。「関大に勝つことで目標である関西
制覇・日本一に近づくと思う。関学らしさを出して必ず勝
ちたい」と関学大・桑野裕士主将。熱い戦いの行方は。■11月6日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２

大阪体育大学ＶＳ大阪産業大学

大体大の坂本康博総監督は「押されるのは分かってい

たが、中盤でもう少しボールが取れれば。次、次です」

と前節終了後話した。「守備から入って勝ちに行きたい」

と大産大・全信俊コーチ。上位から勝ち点を奪いたい。

■11月6日(日) 14:00 KICK OFF
於：神戸総合運動公園ユニバー補助競技場

立命館大学ＶＳ姫路獨協大学
「勝点３を積み上げ入替戦圏外になることが目標」と

立命大の仲井昇監督。これ以上は負けられない。「しっ

かり切り替えてチーム一丸で戦う」と姫獨大・権代貴之。

残留を争うチームから是が非でも勝ち点３を奪いたい。

■11月6日(日) 11:30 KICK OFF

於：神戸総合運動公園ユニバー補助競技場

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都学園大学

「この調子で残りの試合をすべて勝ちに行く」とびわこ大・

松田力。前節勝利の勢いで連勝を飾りたい。「勝ち点を上げて

いくしかない。前節の試合をしっかり修正する」と京園大・西

政治コーチ。前節の悔しい思いをぶつける。

■11月6日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２

桃山学院大学ＶＳ近畿大学

桃山大・楚輪博監督は「とにかくインカレ出場には勝つこと。

次も勝たないと」と好調でも勝利への意欲を見せ続ける。「次

の試合も相手はどうであれ自分達のすべきことをするだけ。そ

うすれば必ず結果がついてくる」と近畿大・宮本宗弥主将。首

位桃山大から勝ち点を奪いたい。



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ同志社大学

関西大学ＶＳ大阪体育大学

関西大 ０－０ 大体大

■11月3日(木・祝) 14:02 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

関西大 大体大

1 金谷 和幸 31 姫野 昂志

7 岡崎 建哉 12 皆口 裕司

23 寺岡 真弘 25 坂本 修佑

27 藤原 賢土 4 濱上 孝次

32 内田 恭兵(→ 3 櫻内 渚) 5 馬場 将大

6 田中 裕人 24 山口 幸太(→33 近藤 健一朗)

15 稲森 睦 16 松竹 貴大

21 和田 篤紀 20 山田 貴文(→ 7 廣岡 太貴)

17 奥田 勇太(→ 8 瀬里 康和) 18 田上 勇輝(→10 脇 睦)

9 片岡 道則(→14 保井 隆志) 6 山本 大稀

18 安藤 大介 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

インカレ出場権を狙う両校の激突は、桃山大の快勝。と

同時に桃山大は勝ち点で関西大と並び、得失点差でトップ

に立った。桃山大は序盤こそ前節から大きくメンバーを入

れ替え、攻守に幅と厚みを加えてきた同大に、中盤を支配

されて劣勢に立たされた。が、桃山大の両サイドから、あ

るいは真ん中からと粘り強く仕掛ける攻撃パターンは、前

半20分過ぎからはゲームを互角に。そんな中で桃山大に先

制点が生まれた。２９分、右サイドでＭＦ14,山瀬彰也の

パスを受けたＤＦ2,中嶋亮が快速で駆け上がりゴール前に

絶好のクロス。ＭＦ38,道上隼人が合わせた。それまで素

晴らしい連携で不安を感じさせなかった同大ＤＦラインだっ

たが、桃山大の勝負どころでの速さと適格なタイミングの

クロスに対応がわずかに遅れた。

桃山大は後半、一度は同大にタイにされたが、攻守のリ

ズムは乱れることなく逆に威力を増す内容で、後半２９分、

ＦＷ11,齋藤達也の同大ＧＫのポジションを読んだ頭脳的

なループシュートで勝ち越し、タイムアップ寸前にＭＦ38,

道上隼人が３点目を加えた。同大は後半１８分、中盤の厚

さを生かした攻めで同点に追いついたが、新布陣がまだ発

展途上。先行きの楽しみを伺わせながらの敗戦であった。

（文：関西学連）

０－０のスコアレスドローだったが、内容の濃い戦いだっ

た。関西大はトップ下に３枚の駒を並べて、華麗なパスワー

クで大体大ＤＦに揺さぶりをかけて中盤の優位をゴール前に

結び付けたい作戦。しかし、大体大は受けているようで、持

ち味の精力的な動きと激しいプレスは前後半を通じて衰えず、

関西大に主導権を与えなかった。そして大体大は、中盤でしっ

かりしたＤＦで関西大に手を与えず、攻めでは一発逆転を狙っ

たカウンター戦法で関西大ＤＦ陣を追い込む狙いを通した。

一見、関西大はゴール前の攻撃のつながりの無さ、一方、大

体大は無作為で大まかなザツなパスの攻撃に終始しているか

に思えたが、局所での競り合いは見どころ十分。少しの手抜

き、攻防のズレは両校の勝敗を大きく変えてしまう危険性を

はらんでいた。

後半、関西大は中盤の厚さを少し簡略にしてシュートチャ

ンスに結び付けようとしたが、大体大のＤＦ陣は関西大のプ

レーに余裕を与えなかったために、関西大は決定的なシュー

トチャンスを最後まで作ることが出来ずに終わった。これは

大体大も同じで、一進一退のゲーム進行の末にスコアレスの

ままに引き分けた。関西大の後退、大体大の停滞でインカレ

戦線は騒がしくなった。

（文：関西学連）

桃山大 ３－１ 同 大

■11月3日(木・祝) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大 同 大

21 圍 謙太朗 21 大杉 崇仁

2 中嶋 亮 3 三浦 修

37 谷口 功 6 早坂 賢太

28 朴 斗翼 5 佐川 雅也

30 草野 雄也 4 諸隈 巧基

15 面家 康生 18 山崎 裕平(→ 7 東矢 尚仁)

20 菅原 鉄平(→23 宮下 航) 20 矢野 亮

14 山瀬 彰也(→57 上ヶ迫 奨悟) 34 宮本 龍

38 道上 隼人(→87 中田 寛人) 57 村上 慎(→ 8 杉山 和毅)

11 齋藤 達也 15 石津 令門(→10 辻 智人)

36 中東 優治 11 松田 純也

◆得点(アシスト)

桃山大 29分 38 道上 隼人( 2 中嶋 亮,14 山瀬 彰也)

同 大 63分 57 村上 慎( 7 東矢 尚仁)

桃山大 74分 11 齋藤 達也(23 宮下 航)

桃山大 90分 38 道上 隼人(11 齋藤 達也)



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年11月3日(木・祝) 後期 第7節

近畿大学ＶＳ立命館大学

阪南大学ＶＳ姫路獨協大学

近畿大 ２－０ 立命大

■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

◇出場選手

近畿大 立命大

1 大西 勝俉 31 寺石 智耶

3 桂田 光 2 山田 樹

4 水谷 尚貴 4 藤原 広太朗

28 西浦 一志 3 小関 教平

5 清水 大輔 37 武田 有祐

24 辻 倫太朗 6 村上 巧

6 小田原 匡 10 藤田 浩平(→16 垣根 拓也)

16 松本 惇史 20 宮本 徹

17 吉田 彬哉(→14 小川 和俊) 5 篠原 翔(→13 戸高 弘貴)

7 宮本 宗弥(→11 皿谷 圭史郎) 8 淵本 翔太(→32 前岡 信吾)

20 山脇 揚平(→10 藤本 憲明) 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

近畿大 54分 10 藤本 憲明( 7 宮本 宗弥)

近畿大 75分 7 宮本 宗弥(10 藤本 憲明)

インカレ出場に向けて負けられない戦いが続く阪南大と何とし

てでも勝点３がほしい姫獨大との戦い。姫獨大は前期同様、阪南

大から勝点３を奪えるか。

姫獨大は「勝点３を積み重ねるために積極的に行こうと話して

いた」（藤谷智則コーチ）と立ち上がりから前から行く心構えで

いた。しかし、その思いとは裏腹に開始２分、阪南大ＭＦ 11,泉

澤仁に先制点を決められる。その後も「立ち上がりが全てだった」

（藤谷コーチ）と、前がかりになったところで１８分、２１分と

阪南大が立て続けに得点し、３－０とする。しかし、一方的な展

開になるかと思われた３４分、阪南大ＭＦ12,谷本泰基が警告２枚

で退場。姫獨大が数的優位になり、４２分に１点を返し、前半を

終了。

後半、姫獨大が盛り返すかと思われたが、「一人少なくなって

からも自分達のサッカーができたのが良かった」（ＭＦ９,村山拓

哉）と、阪南大は１０人とは思えない攻撃力を見せる。６３分に

泉澤、６５分にＣＫからＤＦ５,岩本知幸、そして最後は７３分に

ＦＫから岩本が頭で合わせ、６－１とする。姫獨大はＦＫやサイ

ドからの攻撃を仕掛けるが決めきれず、試合終了。

阪南大の須佐徹太郎監督は「（次節は）出停者がいるのでサブ

メンバーの雰囲気を上げていく」と控え選手の活躍に期待する。

また、姫獨大の藤谷コーチは「相手が何をやろうとしているのか

をグラウンドで感じ取ってほしい」と、奮起を促した。

（文：関西学連_T）

インカレ出場のためにも負けられないが波に乗りきれない

近畿大と、後期リーグここまで１勝５敗と元気がなく入替戦

圏内の立命大との対戦。

前半は一進一退の攻防が続く。時折、近畿大は裏への飛び

出し、立命大はサイド攻撃とチャンスを作るも決めきれず。

「前半は自分達のリズムでボールを回せていたし、シュート

まで行けていた」と立命大・ＭＦ10,藤田浩平主将。前半の

うちにゴールを奪えなかったことが悔やまれる。

後半に入り、「プラン通りはまった」（松井清隆監督）と、

後半から出場のＦＷ10，藤本憲明がＦＷ７,宮本宗弥主将か

らのパスを受け、落ち着いて決め、近畿大が先制。更に今度

は藤本からのパスを宮本が豪快に決め２－０。「今の力を出

し切った」（松井監督）近畿大が貴重な勝点３を手に入れた。

「残りの試合をトーナメントの気持ちで戦おうとして戦え

たことと、今まで波に乗れなかったが今日は選手・スタッフ・

ベンチ・応援とチーム全員で戦えたことがよかった」と近畿

大・宮本主将。松井監督は「満足することなくレベルアップ

しなければならない」と気を引き締める。今日の勝利を浮上

のきっかけにしたい。

一方、立命大は「体調を整えて一戦一戦大事に臨む」と、

仲井昇監督。藤田主将は「切り替えて良いゲームができるよ

う、まずはコンディションをしっかり整える」と次節への思

いを口にした。

（文：関西学連_T）

阪南大 ６－１ 姫獨大

■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

◇出場選手
阪南大 姫獨大
21 原田 直樹 21 佐藤 優太
5 岩本 知幸 16 五百川 雄太
4 永井 鷹也 5 権代 貴之
19 飯尾 竜太朗 34 国司 和弥
3 二見 宏志 43 山根 拓己(→ 2 渡辺 圭祐)
12 谷本 泰基 30 田村 健太(→28 尾花 和真)
15 香川 勇気(→ 8 窪田 良) 22 中坂 勇貴
11 泉澤 仁(→28 成田 恭輔) 29 小西 将人
9 村山 拓哉 35 伊藤 将大
14 井上 翔太(→22 工藤 光輝) 37 友成 健悟(→15 小林 克也)
34 小池 恭一 17 廣利 昌輝

◆得点(アシスト)
阪南大 3分 11 泉澤 仁( 9 村山 拓哉)
阪南大 18分 15 香川 勇気(11 泉澤 仁)
阪南大 21分 11 泉澤 仁( 9 村山 拓哉)
姫獨大 42分 17 廣利 昌輝(37 友成 健悟)
阪南大 63分 11 泉澤 仁( 3 二見 宏志)
阪南大 65分 5 岩本 知幸(14 井上 翔太)
阪南大 73分 5 岩本 知幸(28 成田 恭輔)



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪産業大学ＶＳ京都学園大学

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

大産大 ２－２ 京園大

■11月3日(木・祝) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

◇出場選手

大産大 京園大

1 朴 昇利 13 黒岩 大生

24 幾 将崇 14 外山 岳

5 佐道 哲也 5 池田 倫太朗

3 門 大貴 4 朝比奈 魁人

34 満生 充 43 吉良 将

6 江口 直生 67 豊永 翔也

7 清水 良平 16 池之上 将利

13 太田 悠人(→ 9 鍔田 有馬) 10 角野 翔汰

25 平間 駿(→23 塩川 慎也) 63 新井 祐輝(→60 畠中 良)

8 寺東 宏典(→26 久良知 英範) 31 杉山 一貴(→45 上園 拓也)

11 川西 誠 21 村上 綾

◆得点(アシスト)

大産大 38分 34 満生 充(11 川西 誠)

京園大 39分 16 池之上 将利

京園大 41分 21 村上 綾

大産大 90＋3分 11 川西 誠

大産大はシンプルに前線へボールを送りＦＷ11,川西誠

が京園大ＳＢの裏で起点となって攻撃を仕掛ける。対して

京園大は丁寧にボールをつなぐ展開。特にＦＷ31,杉山一

貴が大産大ＤＦとＭＦの間でうまく顔を出して攻撃につな

げ、ＦＷ21,村上綾は常にＤＦラインの裏を狙う。均衡が

破れたのは３８分。大産大、川西から上がっていた右ＳＢ

34,満生充へ。満生は左足に持ち替えゴールを決める。先

制された京園大だったが直後の３９分。左サイドからのク

ロスを大産大ＤＦがクリアするも京園大ＭＦ16,池之上将

利がペナルティエリア外からのシュートを決め同点とする。

勢いに乗る京園大は４１分。今度は右からのクロス。また

も小さくなったクリアに今度は村上が見事なオーバーヘッ

ドで逆転弾を奪い、１点をリードして後半へ。

大産大は後半途中から満生をＦＷに変え攻勢に出る。さ

らに７９分にはＦＷ9,鍔田有馬をいれゴールを狙う。京園

大も守備の時間は続いたが時折見せるカウンターで大産大

を脅かす。終盤、同点を狙う大産大はゴール前にボールを

入れ京園大は必死の守備。そして試合終了間際、大産大の

猛攻が実り川西のヘディングシュートが決まり同点に。

大産大は追いついたものの試合が終了したときには悔し

さが見えた。京園大も最後に勝ち点を手放し悔しい引き分

けとなった。

（文：関西学連幹事）

試合は現在得点ランクトップの関学大のＦＷ10,阿部浩之

のシュートから始まった。関学大はＦＷ17,三ノ宮健介にボー

ルをあて起点を作りたいところであったが、この日はびわ

こ大の15,但馬優斗・5,石橋勇二の両ＣＢが厳しくチェック。

なかなか仕事をさせてもらえない。対してびわこ大は立ち

上がりは守備の時間が続いたもののＦＷ11,松田力が身体能

力を活かし関学大ＣＢと競ることによってセカンドボール

が拾えるようになり徐々に攻撃の糸口を見出す。そして１

７分。ＤＦ3,端山亮平から受けたパスを最後は松田力がシュー

ト。びわこ大に先制ゴールをもたらす。

後半に入り関学大はリズムを掴みかけていたが６４分。

ＤＦ33,二戸将の左サイドからのグラウンダーのクロスに松

田力がうまくあわせ、びわこ大が２点目を奪う。しかし６

８分。三ノ宮のパスで最終ラインを突破した阿部がキーパー

との１対１から冷静に流し込む。これで１点差となり流れ

は完全に関学大へ。びわこ大も前半から三ノ宮へのボール

に厳しく対応していたが徐々にセカンドボールが関学大の

ものになり守備の時間が増えてしまう。終盤は関学大が猛

攻を仕掛けるも、びわこ大が体を張って防ぎ逃げ切った。

関学大は優勝争いに向け痛い黒星となった。対してびわ

こ大は残留に向け貴重な勝ち点３を加え、さらにこの試合

ではケガで後期出場の無かった7,浅津知大・16,松田陸が復

帰するなど明るい話題も多い結果となった。

（文：関西学連幹事)

関学大 １－２ びわこ大

■11月3日(木・祝) 14:00 KICKF

於：J-GREEN堺・S2フィールド

◇出場選手

関学大 びわこ大

21 一森 純 37 柴田 大地

2 高松 功一 3 端山 亮平

4 高橋 宏次郎 15 但馬 優斗

6 津田 真吾(→ 9 浦島 彰洋) 5 石橋 勇二

34 福森 直也 33 二戸 将

3 井林 章 27 加藤 大樹(→19 杉山 雄亮)

20 関 皓平(→ 5 桑野 裕士) 16 松田 陸

7 梶川 諒太 10 湯田 逸友

26 小幡 元輝(→18 平山 翔太郎) 18 竹内 一貴(→ 2 山本 泰平)

10 阿部 浩之 6 河村 大毅(→ 7 浅津 知大)

17 三ノ宮 健介 11 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 17分 11 松田 力( 3 端山 亮平)

びわこ大 64分 11 松田 力(33 二戸 将)

関学大 68分 10 阿部 浩之(17 三ノ宮 健介)



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！！


	

