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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月9日(土)・10日(日) 前期 第1節

第８９回関西学生サッカーリーグが４月９日に開幕。
ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＡＴＣＨ ＤＡＹ ＰＲＯＧＲＡＭでは毎節リー
グの結果と見どころを掲載します。

今回は４月４日に行われた記者会見での監督、主将のコメントか
ら第１節の見どころを掲載します。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月9日(土) 前期 第1節

阪南大学ＶＳ京都学園大学

関西大学ＶＳ大阪体育大学

昨年度王者
阪南大

阪南大の須佐徹太郎監督は「遠征が続いた影響もあり怪我人が出ている。その状況

で戦わなければならない」と話すように昨年の１部アシスト王の14,井上翔太主将

（下写真）をはじめ怪我人または怪我明けの選手がいる状態。そんな中、井上主将は

「怪我人は多いがチームはまとまってきていると思う。初戦は内容も大事だがまずは

しっかり勝ちたい」と話す。

初の１部挑戦
京園大

初の１部昇格を果たした京園大。山下哲監督は「『感謝・謙虚・挑戦』のもとやって

いきたい。またサッカーの部分では全員攻撃全員守備をしていきたい」と話す。その中

で「21,村上綾（上写真）は裏に抜け出すスピードが特徴」と期待する。

主将の45,上園拓也は初戦の阪南大戦に向け「昨年の優勝チームなので自分たちの持っ

ている力をすべてぶつけていきたい」と意気込む。

２０１０年度インカレ優勝
関西大

主将の20,西山洋平（下写真）は「日本一になったことで周りからいろいろな目で

見られていると思うけど去年も関西で苦労していたので一戦一戦大事に戦っていきた

いと思う」と話す。

また島岡健太監督は「注目選手は全員」と話し、その中で「西山にはチームのキャ

プテンとして頑張ってほしい」と期待を寄せる。

２年ぶり１部昇格
大体大

２年ぶりの１部挑戦になる大体大の坂本康博監督は「6,山本大稀、8,松澤憲伸

（上写真）、19,葉室利樹を中心に動き回ってダイナミックなサッカーをしたい」

と話す。

主将の7,廣岡太貴はチャレンジャーの気持ちで全部のチームと戦っていきたいと

今シーズンの意気込みを話す。

４月９日（土）

１５:００ Kick off

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
（ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ）

４月９日（土）

１２:３０ Kick off

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
（ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ）
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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月10日(日) 前期 第1節

立命館大学ＶＳ姫路獨協大学

桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学

新監督のもと好スタートをきる
立命大

仲井昇新監督の下臨んだ京都選手権で優勝し10,藤田浩平主将は「新監督になってまずはい

いスタートが切れた」と話す。さらに「昨年から出ていた選手も多いのでコミニケーションが

取れている」と自信ものぞかす。仲井監督は「点を取るところで11,坂本一輝（下写真）に期

待したい。さらに新入生の32,前岡信吾。彼は京都選手権の決勝で残り１５分から出てゴール

も決めた。大いに期待したい」と話す。開幕戦にも勝利してさらに勢いをつけたいところ。

３年ぶりの１部昇格
姫獨大

３年前の１部初挑戦では１年での２部降格という悔しい結果だった姫獨大。昌

子力監督は「9,河野大星（上写真）、35,伊藤将大はわずかだがＪリーグでの経

験があるのでそれをチームに生かしてほしい。また去年１年生のときから出てい

た22,中坂勇貴、29,小西将人に更なる飛躍をしてほしい」と期待する。

その河野主将は初戦の立命大戦に向け「挑戦者として頑張る」と意気込む。

自分たちのサッカーを
桃山大

楚輪博新監督のもと新チームとなった桃山大。楚輪監督は「ポジションのコンバートも行

い今までとスタイルが変わるところもある」と話す。また「11,齋藤達也（下写真）はこの選

手がいなかったらどうなるんだと思わせる選手。そして主将の18,須ノ又諭はチームを引っ張っ

ていってくれてまた監督の伝えたいことをうまく選手に浸透させてくれたりして監督と選手

のつながりはとてもいい」と信頼を寄せる。

須ノ又は「昨年は上位のチームに勝ったが下位のチームに勝てないことがあった。今年は

相手がどこでも関係なく自分たちのサッカーをしたい」と話す。

自信を持って臨む
大産大

２年連続入替戦に勝利し残留を決めている大産大。櫛引実監督は「今まではなかな

か自身を持てなかった。もう２部のチームではなく１部のチームという自信を持って

臨む」と話し「9，鍔田有馬（上写真）、11,川西誠の２トップが活躍できれば波に乗

れる。そして主将の10,安泰潤はチームの精神的支柱でチームがしんどいときに何かし

てくれる」と期待を寄せる。

４月１０日（日）

１１：３０ Kick off

キンチョウスタジアム

４月１０日（日）

１４：００ Kick off

キンチョウスタジアム
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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月10日(日) 前期 第1節

近畿大学ＶＳ関西学院大学

同志社大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

開幕が楽しみ
関学大

関学大の成山一郎監督は今シーズンの戦いについて「常に高いモチベーションを保つ

ために年間通して上位に食い込んでいきたい」と話し「10,阿部浩之（上写真）は攻撃

の選手なんで点に絡むプレーをしてほしい」と期待を寄せる。

主将の5,桑野裕士は「４回生が多く試合に出てチームを引っ張っていっていると思う。

チーム全体が開幕を楽しみにしている」と話す。

関西選手権連覇とインカレ出場へ
同 大

同大の望月慎之監督は「リーグ終盤の息切れ、失速が課題」と話す。「7,東矢尚

仁（下写真）と6,早坂賢太には守備から攻撃へのスピードアップにとても機能する

選手」と期待をこめる。早坂主将は「昨年と大きくメンバーが変わり経験不足が課

題だった。しかしそれを今練習試合などで補ってきている」と話す。望月監督は

「昨年とメンバーは変わったが関西選手権の連覇そしてインカレ出場の目標を達成

できるようにやっていく」と話す。

チーム一丸、とにかく走る
近畿大

近畿大学の松井清隆監督は「チーム一丸となって 後まであきらめずとにかく

走る」と今年のチームの特徴を話す。その中心として主将の7,宮本宗弥（下写真）

をあげた。「宮本が走ればみんな連動してハードワークする。近大はハードワー

クできなければ普通のチームだ」と話す。その宮本は初戦の関学戦に向けて「相

手はスター選手が多い。それに負けないように雑草魂で頑張る」と話す。

賢く走る危険なトータルフットボール
びわこ大

びわこ大の望月聡監督は「全国に出れればいいではなく日本一を目指してやっている」と力

強く話す。「チームとして松田総監督が言っている『賢く走る危険なトータルフットボール』

を目指したサッカーをしている」と話す。望月監督が「５試合分は走れる体力がある」とその

中心として期待される主将の10,湯田逸友（上写真）は「遠征などを通してチームがよくなって

いて例年になくいい出来だと思う」と自信を見せた。

４月１０日（日）

１１:３０ Kick off

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
（ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ）

４月１０日（日）

１４:００ Kick off

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
（ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ）
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全日本大学選抜チーム

関西大学
４年

櫻内 渚 選手

日韓戦には出られなかったが今年は
ユニバーシアードがあるのでリーグ
で力をつけていきたい。だからこの
リーグはとても重要なものになって
くると思う。

チームとしては昨年関西で優勝でき
なかったので関西で優勝してチーム
でずっと言っている天皇杯優勝を成
し遂げたい。個人としては将来的に
は海外でサッカーがしたい。

関西学院大学
４年

阿部 浩之 選手

日韓戦を通して相手がどんなチーム
であっても戦う姿勢であったり気持
ちで負けないということを学んだ。

チームとしては日本一を目標にそし
て個人としては 終的には海外でプ
レーしたい。

第25回デンソーカップ堺大会後の

韓国遠征に参加し日韓戦に出場！

第25回デンソーカップ堺大会に
全日本大学選抜として出場。

韓国遠征に参加！
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PHOTO:藤田望



関西学生サッカー未来・夢倶楽部 
 

                             
夢があるから目標がある 

目標があるから計画がある 

計画があるから行動がある 

行動があるから実績がある 

実績があるから反省がある 

反省があるから進歩がある 

進歩があるから喜びがある 

みんなで夢を実現しよう 

夢があるから強くなる 

「関西学生サッカー未来・夢倶楽部」お申し込みの手順 

 １．必要書類 

   ①関西学生サッカー未来・夢倶楽部入会申込書 

   ②顔写真 2cm×3cm（写真の裏に必ず氏名をご記入ください） 

    ③郵便振替払込書 

（専用の用紙は競技場で行われる公式戦の会場及び、未来・夢倶楽部事務局でご用意しています。） 

２．会費の振込 

  郵便局から、「郵便振替払込書」で「関西学生サッカー未来・夢基金」あてに終身会費

30,000 円をお支払いください。 

口座番号 00930-7-272254 ／ 口座名称 関西学生サッカー未来・夢基金 

＊専用の用紙（ゲートにご用意しています）をご使用頂くと手数料はかかりません。 

３．書類の投函 

   入会申込書及び、顔写真を同封のうえ、本倶楽部事務局あてに郵送してください。 

４．会員証が届きます 

      

会員証を呈示すれば、関西学生サッカー連盟主催・主管のすべての大会に無料で入場   

できます。各種式典にも参加可能 ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

お問い合わせは 

関西学生サッカー未来・夢倶楽部事務局 

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1－6－4 アビテ四ツ橋 203 

関西学生サッカー連盟事務局内 

Ｔｅｌ 06-6531-2030 

入会ご案内 

会則などの詳細は入場ゲートにご用意しています！ 



 

マママスススコココッッットトトキキキャャャラララクククタタターーー   

大大大   募募募   集集集   ！！！ 

 

http://www.jufa-kansai.jp/ 
関西学生サッカー連盟 

 

＊募集内容＊ 

関西学生サッカー連盟 マスコットキャラクターのデザイン及びその名称 

＊コンセプト＊ 
あなたが抱く「関西学生サッカー」のイメージにふさわしいキャラクターであれば、  

どのようなデザイン、名称でも結構です（文字のみのデザインにはしないでください）。 

＊応募方法＊ 

 ・関西学生サッカー連盟ホームページから応募用紙を出力して頂き、マスコットキャラクター

をご記入の上、当連盟事務局まで郵送もしくは e-mail に添付し、応募してください。 

・そのデザインにされた理由を出来るだけ分かりやすく記入した文章を添えてください。 

・マスコットキャラクターのデザインはカラーでお願いします。 

＊発表＊ 

・審査結果の発表は２０１１年９月上旬を予定しています。 

採用された方には素敵なプレゼントや企画を用意しています。 

（尚、ご応募頂いた方全員にも素敵なプレゼントを用意しています） 

＊応募方法＊ 

ご応募・お問い合わせ先 

関西学生サッカー連盟 

〒５５０－００１４ 大阪市西区北堀江１－６－４ アビテ四ツ橋２０３ 

関西学生サッカー連盟広報委員会 マスコットキャラクタープロジェクト係 

TEL:０６－６５３１－２０３０  FAX:０６－６５３２－９３０２ 

e-mail:pr@jufa-kansai.jp 



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！

JUFAオリジナルグッズを５名様にプレゼント！！

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～

1部リーグは有料開催
～前売券はゲートにて絶賛発売中～

～大人800円 中高生300円～

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
●お問い合わせ●関西学生サッカー連盟 Tel 06-6531-2030まで

関西西学生サッカー情報が満載！

試合結果どガンガンチェックできます！！

http://www.jufa-kansai.jp/

携帯サイトもチェック！！

http://www.jufa-kansai.jp/kei/top.html

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。




