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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年6月18日(土)・19日(日) 前期 第10節

6月18日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

関西大学ＶＳ同志社大学

前節黒星の関西大、白星の同大。２チー

ムの勝ち点差は１。首位の座をかけた注

目の一戦。

6月18日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

阪南大学ＶＳ立命館大学

ここ最近リーグでの勝ち星がなく苦しむ

両チームはこの試合で勝利し上位を目指

す。

6月19日(日) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

姫路獨協大学ＶＳ京都学園大学

下位に沈むチーム同士の一戦。勝利を掴

み上位進出のきっかけを作りたい。

6月19日(日) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪体育大学

前節終了間際のゴールで勝ち点１を手にし

たびわこ大。対する大体大は４失点と苦し

い敗戦。今節白星を掴むのは。

6月19日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

前節攻撃陣が爆発した両チーム。今節もそ

の攻撃陣が力を発揮するか。

6月19日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

近畿大学ＶＳ大阪産業大学

前節首位関西大に勝利した近畿大。対して

接戦を競り勝った大産大。共に連勝を狙う。

第９節結果

びわこ大 (12) 2-2 姫獨大 ( 4) 大産大 ( 6) 2-1 京園大 ( 3)

関西大 (21) 0-3 近畿大 (15) 阪南大 (11) 3-5 桃山大 (18)

関学大 (15) 4-1 大体大 (15) 立命大 (13) 0-3 同 大 (20)

＊( )内は勝点
PHOTO：藤田望

同大 辻智人



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年6月11日(土) 前期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ姫路獨協大学

大阪産業大学ＶＳ京都学園大学

びわこ大 ２－２ 姫獨大

■6月11日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

びわこ大 姫獨大

37 柴田 大地 21 佐藤 優太

16 松田 陸 2 渡辺 圭祐

39 吉田 敦己 3 鸙野 拓人

4 石間 寛人 5 権代 貴之

33 二戸 将 11 進藤 力信

27 加藤 大樹 43 山根 拓巳

6 河村 大毅 38 今津 毅大(→30 田村 健太)

10 湯田 逸友 35 伊藤 将大

18 竹内 一貴 16 五百川 雄太(→ 9 河野 大星)

7 浅津 知大(→13 大村 祐介) 29 小西 将人(→37 友成 健悟)

32 三輪 優平(→ 9 土井 俊典) 28 尾花 和真

◆得点(アシスト)

びわこ大 52分 10 湯田 逸友(27 加藤 大樹)

姫獨大 60分 43 山根 拓巳

姫獨大 78分 28 尾花 和真(43 山根 拓巳)

びわこ大 90＋5分 10 湯田 逸友

関西選手権が終了し、前期リーグも佳境を迎えた。

下位争いは前節に続き、びわこ大がまたしても土壇場

で勝ち点を掴んだ。

前半はスコアレス。雨の中、水はけ悪いピッチにボー

ルは止まり、苦しんだ。ようやく試合が動いたのは後

半７分。ＭＦ10,湯田逸友主将がＭＦ27,加藤大樹のセ

ンタリングに頭で合わせて１－０。だが、先制も喜び

つかの間、こぼれた球に反応したＭＦ43,山根拓巳が決

め、同点に追いつく。単調になりかけた７８分。ゴー

ル前、山根を経由し、ＦＷ28,尾花和真の一撃で逆転。

その後も姫獨大が、ＭＦ35,伊藤将大など中盤から隙を

狙っては果敢にシュートを狙う。だが、「リードして

いる方が押されるのはサッカーの常。逃げ切る方法が

難題」（姫獨大・昌子力監督）と、ロスタイムにドリ

ブル突破でペナルティエリアに進入した湯田が倒され

ＰＫの判定。バランスを崩しても諦めずゴールへ向かっ

た湯田が掴んだＰＫをきっちり決め引き分けに持ち込

んだ。姫獨大にとっては、目前の勝利を逃し悔しい表

情。一方のびわこ大・望月聡監督は「負けるところを

引き分けに出来た。最後まで諦めず戦った証」と、選

手たちの労をねぎらった。

（文：フリーライター 久住 真穂）

大産大 ２－１ 京園大

■6月11日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

大産大 京園大

51 神園 優 30 芹澤 賢人

17 伊東 大志 71 吉田 潤矢

3 門 大貴 5 池田 倫太朗

26 久良知 英範 4 朝比奈 魁人

34 満生 充 6 城内 龍也

6 江口 直生 67 豊永 翔也

7 清水 良平(→27 梁 真士) 31 杉山 一貴

20 道旗 久雄(→32 山口 晋也) 26 羽田野 勇志(→80 重信 勇貴)

23 塩川 慎也 63 新井 祐輝

9 鍔田 有馬 11 守永 将平(→52 村尾 将平)

30 中山 仁斗(→11 川西 誠) 10 角野 翔汰

◆得点(アシスト)

大産大 60分 9 鍔田 有馬

京園大 74分 5 池田 倫太朗

大産大 88分 11 川西 誠

ともに下位で苦しむ両チームの対戦。互いに、ここ

で勝ち点を取っておきたいところ。序盤は大産大が試

合を優位に運ぶが、雨が上がったこともあり、次第に

京園大も攻撃の歯車がかみ合い、決定打はないものの

パス回しで相手を翻弄。後半に入ると、ＦＷ9,鍔田有

馬がＰＫを得て、短い助走できっちり決め大産大が先

制する。だが、リーグ戦全試合得点を挙げている京園

大は一瞬の隙を逃さない。プレーが切れた選手交代直

後、ゴール前での混戦に最後はＤＦ5,池田倫太朗。劣

勢の中でもきっちり得点を挙げる力は流石というしか

ない。しかし、「経験では勝っている分、“獲りにい

こう”と声を掛けた」（全信俊コーチ）と第二試合も

終了間際に試合が動いた。大産大のセンタリングを、

相手ＤＦのクリアミス。ゴール方向へ流れたボールを

待ち構えていたＦＷ11,川西誠が頭で押し込み、値千

金の決勝弾が決まった。「結果を出しにいったがあと

一歩足りない。再度見直しが必要」と敗れた京園大・

山下哲監督。大産大にとっては、貴重な勝ち点３を手

にした。全コーチも「少しは試合巧者ぶりが身につい

てきた」と安堵した様子。徐々にチームとして攻守の

バランスが整ってきた中で、結果として出たことは後

期に向けても大きなキッカケとなるだろう。

（文：フリーライター 久住 真穂）



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年6月12日(日) 前期 第9節

阪南大学ＶＳ桃山学院大学

関西大学ＶＳ近畿大学
近畿大の完勝。それは衆目の一致するところだろう。

試合前、近畿大の松井清隆監督が「早いプレスから、相

手ＣＢの裏を狙う」と狙いを語ったが、その通りになっ

た。試合開始から、近畿大は、ＦＷ7,宮本宗弥を中心に

高い位置でプレッシャーを掛け、ボールを奪っていく。

そこにＦＷ11,皿谷圭史郎、ＭＦ10,藤本憲明が絡んで、

ショートカウンターを連発。結果的にシュートに至らな

かった攻撃も多いが、敵陣深くで、数的優位を作り続け

た。先制点は２０分。左サイドを近畿大ＤＦ28,西浦一

志が崩して、クロス。中央で混戦になったものの、最後

は宮本が蹴り込んだ。追加点は僅か１分後。これも左か

ら崩し、同じような混戦を、今度は藤本が制した。２点

のビハインドで反撃に出たい関西大だったが、近畿大の

早いチェックに苦しむ。事実、前半はシュート１本に終

わる。関西大にとっては、仕切り直しの後半のはずが、

得点は近畿大に入る。５２分、ゴール真正面のＦＫを藤

本が「壁を越す事を意識した」鮮やかなキックで叩き込

む。最後まで運動量と集中力を切らさなかった近畿大が

内容の伴った勝ち点３を得た。

（文：サッカライター ハヤシ ヒロヒサ）

関西大 ０－３ 近畿大

■6月12日(日) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
関西大 近畿大
1 金谷 和幸 1 大西 勝俉
2 都並 優太(→32 内田 恭兵) 3 桂田 光
23 寺岡 真弘 4 水谷 尚貴
4 小椋 剛 28 西浦 一志
3 櫻内 渚 5 清水 大輔
7 岡崎 建哉 6 小田原 匡
6 田中 裕人 24 辻 倫太朗(→42 高 崇彰)
21 和田 篤紀 8 大北 啓介(→15 安田 潤二)
28 大本 貴博(→18 安藤 大介) 10 藤本 憲明
9 片岡 道則 7 宮本 宗弥(→20 山脇 揚平)
17 奥田 勇太(→19 中島 龍基) 11 皿谷 圭史郎

◆得点(アシスト)
近畿大 20分 7 宮本 宗弥
近畿大 21分 10 藤本 憲明
近畿大 52分 10 藤本 憲明

ともに全国切符を掴んだチーム。その勢いは攻撃で表

現された。両チーム合わせて８点が入る撃ち合いとなっ

た試合の先制点は桃山大。ＦＷ11,齋藤達也がゴール前

でファウルを受ける。そのＦＫを「練習でイメージが

良かった」（齋藤）というように、見事にゴールに沈

めた。この２０分の得点から試合は大きく動く。１０

分後には、阪南大が、鮮やかなパスワークからＦＷ10,

中村雄大が落ち着いて決める。すると３２分には、Ｍ

Ｆ9,村山拓哉が、角度の無い位置から逆サイドに決め

て阪南大が逆転。しかし前半はこれでは終わらない。

４５分に桃山大が左から崩すと、こぼれ球をＭＦ14,山

瀬彰也が流し込んで同点に。直後にも、左から崩して、

山瀬のボールを最後はＭＦ38,道上隼人が叩き込んで逆

転。前半だけで、２度の逆転劇という派手な展開は後

半も続く。先手を取ったのは桃山大。５４分にＣＫの

流れから、ＤＦ37,谷口功が見事なボレーを突き刺す。

これで２－４。ここから膠着した時間があり、このま

ま試合がクローズされるかと思われたが、終了間際に

また動く。桃山大のＭＦ22,松本翼が見事な左足ミドル

を決める。しかし、これで折れない阪南大もＤＦ6,今

村虹陽が意地の一撃。３－５で桃山大に軍配だが、桃

山大の選手も手放しでは喜べない勝利だった。

（文：サッカライター ハヤシ ヒロヒサ）

阪南大 ３－５ 桃山大

■6月12日(日) 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
阪南大 桃山大
1 土師 一将 21 圍 謙太朗
35 朴 贊友 2 中嶋 亮
4 永井 鷹也 37 谷口 功
19 飯尾 竜太朗 28 朴 斗翼
26 藤内 建太 73 宮崎 舟
14 井上 翔太 15 面家 康生
5 岩本 知幸 18 須ノ又 諭
18 奥野 将平 14 山瀬 彰也(→23 宮下 航)
9 村山 拓哉(→ 6 今村 虹陽) 38 道上 隼人
11 泉澤 仁 11 齋藤 達也(→22 松本 翼)
10 中村 雄大(→16 本多 勇喜) 36 中東 優治(→16 加藤 潤)

◆得点(アシスト)
桃山大 20分 11 齋藤 達也
阪南大 30分 10 中村 雄大( 9 村山 拓哉)
阪南大 32分 9 村山 拓哉(18 奥野 将平)
桃山大 44分 14 山瀬 彰也(73 宮崎 舟)
桃山大 45分 38 道上 隼人(14 山瀬 彰也,11 齋藤 達也)
桃山大 54分 37 谷口 功(73 宮崎 舟,18 須ノ又 諭)
桃山大 90分 22 松本 翼
阪南大 90分 6 今村 虹陽(19 飯尾 竜太朗, 4 永井 鷹也)

「自分たちから攻めて、自分たちから守る意識を持つ」阪南大・井上翔太主将

「簡単にボールを味方に預けて、自分たちの時間を作らないといけない」桃山大・須ノ又諭主将

「自分たちで状況を見る力、選択する力といった根源的な何かが必要」関西大・島岡健太監督

「まだ戦術や技術は付いて来ていないが、泥臭くても底上げをする」近畿大・松井清隆監督



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年6月12日(日) 前期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ大阪体育大学

立命館大学ＶＳ同志社大学

関西選手権で中断していたリーグ戦の再開。選手権で宿敵

関西大に敗退した７位・関学大が、準優勝で総理大臣杯出場

を決めた４位・大体大と対戦した。

序盤から積極的にシュートを放ち、流れを呼び込んだのは

関学大。１０分、ＭＦ10,阿部浩之の強烈なシュートは大体

大ＧＫに止められたが、ＦＷ14,中村龍一郎がヘッドで押し

込み先制すると、ここから圧巻のゴールラッシュ。１９分、

ＭＦ20,関皓平の長いスルーパスで中村が抜け出しＧＫをか

わし角度のないところから自らの２点目をゲット。中村が

「１点目は阿部がワクには蹴ると思って、こぼれダマを信じ

て」、２点目は「関は練習通り出してくれるはず」と話した

ように相互信頼が連続ゴールを生む。さらにＣＫから２得点。

２６分、ＤＦ4,高橋宏次郎がアクロバティックに押し込むと、

３３分にはＭＦ11,熊木翼が左足で叩きこむ。気がつけば４

－０と大差がついた。

追う大体大は後半早々、左からのクロスをＭＦ8,松澤憲伸

がヘッドで決め追撃態勢へ。次々に絶好機を作るが、関学大

はＧＫ1,上田耕治の好セーブ連発や急な交代でデビューした

１年生ＤＦ34,福森直也が高さで貢献するなど、大体大の追

加点を許さず逃げ切って、５位へと浮上した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

立命大 ０－３ 同 大

■6月12日(日) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

立命大 同 大

1 岸上 和樹 1 安井 豪

2 山田 樹 3 三浦 修

4 藤原 広太朗 6 早坂 賢太

25 武本 成将 23 中城 諒

5 篠原 翔 19 野地 諒平

6 村上 巧(→29 谷口 智記) 7 東矢 尚仁

10 藤田 浩平 20 矢野 亮

40 加藤 恒平(→13 戸高 弘貴) 57 村上 慎

8 淵本 翔太 18 山崎 裕平(→22 志村 圭幹)

7 雨森 理亮(→32 前岡 信吾) 10 辻 智人(→34 宮本 龍)

11 坂本 一輝 11 松田 純也(→15 石津 令門)

◆得点(アシスト)

同 大 25分 10 辻 智人(23 中城 諒)

同 大 66分 10 辻 智人

同 大 77分 18 山崎 裕平(10 辻 智人, 7 東矢 尚仁)

京都の名門、５位・立命大と２位・同大、伝統の定期戦だ。

ともに関西選手権では不本意な結果に甘んじ、その立て直し

が注目された。

雨中戦はまず立命大がペースを握る。しかし、「ウチのリ

ズムの時に点を取り切れない」と仲井昇監督が嘆いたように、

１０分頃から逆に同大が連続してチャンスを迎える。そして

２５分、ＦＷ10,辻智人が浮きダマを巧みなトラップからシュー

トし同大がリードを奪う。立命大も４５分、点取り屋ＦＷ11,

坂本一輝の惜しいシュートがあったが、０－１のまま前半は

終了。

強さを増した雨のためか、後半序盤は両チームともややタ

テに急ぎ過ぎる展開。６６分、同大に貴重な２点目、得点者

は再び辻だ。期待されたエースも、この日まではリーグ戦ノー

ゴールと不振。だが、先制点でふっ切れたのかＧＫとの１対

１も冷静に突き刺した。勢いに乗る同大はＦＷ11,松田純也

がポスト直撃の一発で畳みかけ、７７分、ＭＦ18,山崎裕平

のゴールで勝利を決めた。早い時間帯から次々と交代カード

を切った立命大だったが、いずれも奏功しない。同大・望月

慎之監督は終盤、１年生ＭＦ34,宮本龍を送り経験を積ませ

る余裕まで見せる完勝。この日敗れた首位関西大に勝ち点差

１と迫った。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

関学大 ４－１ 大体大

■6月12日(日) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
関学大 大体大
1 上田 耕治 31 姫野 昂志
3 井林 章 24 山口 幸太(→17 小竹 一輝)
4 高橋 宏次郎(→34 福森 直也) 4 濱上 孝次
5 桑野 裕士 3 菅原 渉
6 津田 真吾 5 馬場 将大
11 熊木 翼(→12 平川 直人) 6 山本 大稀
20 関 皓平(→29 原口 祐次郎) 2 池永 航
7 梶川 諒太 20 山田 貴文
10 阿部 浩之 18 田上 勇輝
14 中村 龍一郎 22 渡邉 悠介(→29 田中 裕基)
17 三ノ宮 健介 10 脇 睦(→ 8 松澤 憲伸)

◆得点(アシスト)
関学大 10分 14 中村 龍一郎(10 阿部 浩之)
関学大 19分 14 中村 龍一郎(20 関 皓平)
関学大 26分 4 高橋 宏次郎( 3 井林 章)
関学大 33分 11 熊木 翼( 7 梶川 諒太)
大体大 47分 8 松澤 憲伸(18 田上 勇輝)

「関学持ち前のハードワークをみんなでやる」関学大・中村龍一郎

「まずは守備から。全員バラバラにならず1つになって、取りどころをしっかり決めてやっていきたい」大体大・山本大稀

「（阪南大は）強敵だが、われわれのやろうとすることが通用する部分はあると思う。もう負けられない状態なので、人

とか、システムとかどうするか考えたい」立命大・仲井昇監督

「ここ数年関大には勝っていないので、選手も意識していると思う。相手は今日負けたようだが、立て直してくるはず。

他力を当てにせず、自分たちがどんな相手とやってもいいサッカーを出せるようにしたい」同大・望月慎之監督



上位３チームが出場！ 夏の大学サッカー日本一決定戦！！

～ご来場の皆様へ～
試合のメンバー表は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。

関西学生サッカー情報が満載！

試合結果な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

第８９回学生リーグプログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～



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！

JUFAオリジナルグッズを５名様にプレゼント！！

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

会員募集中！

■第10節ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ作成協力■

サッカーライター 貞永 晃二

サッカーライター ハヤシヒロヒサ

フリーライター 久住 真穂




