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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年6月25日(土)・26日(日) 前期 第11節

6月25日(土) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド
大阪体育大学ＶＳ京都学園大学

今節勝利し総理大臣杯に向け勢いに乗りたい大
体大。対する京園大は待望の初勝利をあげるこ
とができるか。

6月25日(土) 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド
大阪産業大学ＶＳ姫路獨協大学

前節６失点を喫し苦しい戦いが続く大産大。今
節白星をあげ後期につなげたい。対する姫獨大
はリーグ再開後２戦連続の引き分け。前期を白
星で終えたいところ。

6月26日(日) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
関学大は前節の勝利で４位まで順位を上げた。
今節勝利しさらに順位を上げたい。大体大との
接戦に敗れしばらく勝ちの無いびわこ大。今節
こそ勝ち星が欲しい。

6月26日(日) 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

同志社大学ＶＳ近畿大学
前節首位関西大に敗れた同大。首位から離され
ない為に連敗は避けたい。リーグではここ３試
合で１６得点０失点と好調の近畿大はその勢い
を今節も発揮するのか。

6月26日(日) 14:00 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

阪南大学ＶＳ関西大学
関西選手権を制した阪南大と現在リーグ首位の関
西大。阪南大は総理大臣杯の向け、関西大は他チー
ムとの勝ち点差を広げる為、この一戦は共に負け
られない。

6月26日(日) 11:30 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム
立命館大学ＶＳ桃山学院大学

立命大はここ３試合で得点が１と攻撃陣に結果
が出ていない。攻撃陣の奮起はなるか。対して
桃山大。総理大臣杯を控えているだけに今節勝
利し良い形で全国を迎えたい。

第１０節結果

関西大 (24) 3-0 同 大 (20) 阪南大 (12) 1-1 立命大 (14)

姫獨大 ( 5) 1-1 京園大 ( 4) びわこ大 (12) 3-4 大体大 (18)

近畿大 (18) 6-0 大産大 ( 6) 桃山大 (18) 1-2 関学大 (18)

＊( )内は勝点
PHOTO：久住真穂

近畿大 宮本宗弥



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

関西大学ＶＳ同志社大学

阪南大学ＶＳ立命館大学

勝ち点２１の関西大と、２０の同大。首位攻防直接対決

である。ここ数試合結果が出ない関西大と、着実に勝ち点

を積み上げて来た同大。しかし、この試合では関西大が自

分たちのサッカーを披露した。持ち前のボールキープで試

合を支配し、同大のプレスを掻い潜って、ゴールに迫った。

同大も、パスカットから華麗な組み立てはするのだが、ラ

ストパスを封じられる。試合の流れを決定付けたのは先制

点。１９分、関西大ＦＷ9,片岡道則が左足で豪快なミドル

シュート。これはバー直撃だったが、そのこぼれをＭＦ19,

中島龍基が左足で蹴り込んだ。前半は多少観られた同大の

攻撃も、多湿のこの日、後半にトーンダウン。さらに関西

大ペースとなる。４８分、同大ＤＦのミスからボールを拾っ

たＦＷ17,奥田勇太が、エリア外から、豪快な一撃を沈め

る。そして５７分には、細かいパスワークから、最後は、

ＭＦ7,岡崎建哉が流し込んで３－０。これで勝負あり。関

西大は退場者を出したものの、無難に時間を経過させ試合

終了。関西大の前期首位が決定した。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

関西大 ３－０ 同 大

■6月18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
関西大 同 大
16 志村 智久 1 安井 豪
32 内田 恭兵(→29 山田 幹也) 3 三浦 修
23 寺岡 真弘 6 早坂 賢太
4 小椋 剛 23 中城 諒
3 櫻内 渚 19 野地 諒平
7 岡崎 建哉(→18 安藤 大介) 7 東矢 尚仁
6 田中 裕人 20 矢野 亮
31 水野 旭 57 村上 慎(→16 見宝 憂)
19 中島 龍基 18 山崎 裕平(→ 2 曽根 賢太郎)
17 奥田 勇太(→15 稲森 睦) 10 辻 智人(→ 9 杉山 健太)
9 片岡 道則 11 松田 純也

◆得点(アシスト)
関西大 19分 19 中島 龍基( 9 片岡 道則)
関西大 48分 17 奥田 勇太
関西大 57分 7 岡崎 建哉( 3 櫻内 渚,31 水野 旭)

阪南大 １－１ 立命大

■6月18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

阪南大 立命大

1 土師 一将 1 岸上 和樹

35 朴 賛友 2 山田 樹

4 永井 鷹也 4 藤原 広太朗(→25 武本 成将)

19 飯尾 竜太朗 29 谷口 智紀

26 藤内 建太 5 篠原 翔

5 岩本 知幸 40 加藤 恒平

8 窪田 良 10 藤田 浩平

18 奥野 将平(→13 河田 篤秀) 6 村上 巧(→13 戸高 弘貴)

9 村山 拓哉(→12 谷本 泰基) 7 雨森 理亮

14 井上 翔太 11 坂本 一輝(→32 前岡 信吾)

10 中村 雄大(→16 本多 勇喜) 8 淵本 翔太

◆得点(アシスト)

立命大 18分 11 坂本 一輝( 6 村上 巧)

阪南大 35分 10 中村 雄大( 9 村山 拓哉,14 井上 翔太)

ともに底力はありながら、順位表の下半分に入ってしまっ

ている両者。ここから追い上げるためにも、勝ち点３が求め

られる。テンポ良く試合を進めたのは阪南大。得意のショー

トパスに、ドリブルを織り交ぜて、容易く立命大の守備網を

混乱させた。しかし、立命大はＦＷにタレントが揃う。その

代表格、エースストライカーの11,坂本一輝が一発の仕事を

する。１８分。阪南陣内のエリア外に転がったボールに対し

て、ゴールを背にしてボールを拾った坂本。ここからが素晴

らしかった。「相手のゴールの位置もシュートコースもイメー

ジしていた」と言う坂本は、反転するなり、阪南大のゴール

隅にグラウンダーで突き刺した。この一撃で、さらに攻撃を

加速させたのは阪南大。左サイドに流れたＦＷ14,井上翔太

が突破を続ける。それが実ったのが３５分。左を突破した井

上のシュート気味のクロスはバーに弾かれる。それを反対サ

イドで、ＭＦ9,村山拓哉が中央へ折り返し。最後はフリーの

ＦＷ10,中村雄大が押し込んで、同点とした。試合は、この

後も阪南大がサイドから崩す機会を量産。横パスをつなぎ、

立命大のマークのスライドがずれた瞬間を突いて行った。し

かしシュートが枠を捉えない。そして、終了のホイスッルを

聞く事に。阪南大には痛い勝ち点１となった。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

「勝ち点３を得る事で、総理大臣杯への良いイメージも付いて来る」阪南大・井上翔太主将

「前期このまま低調に終わるわけにはいかない。勝ち点３で後期につなげたい」立命大・坂本一輝

「今日のような細かいこだわりのあるサッカーを続けたい」関西大・寺岡真弘

「ボールを奪った後の展開力を磨く必要がある」同大・望月慎之監督



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

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪体育大学

姫路獨協大学ＶＳ京都学園大学
今季１部昇格を果たした姫獨大と京園大の対戦。しかし、こ

こまでともに勝ち点を伸ばせず、姫獨大が１１位、京園大が最

下位と低空飛行が続く。目標である１部残留のために、まずは

当面のライバルを倒さなければならない。

個人技術で優る京園大がボールポゼッションをとり、攻め込

む回数でも上回る。しかし、先に決定的なチャンスを作ったの

は姫獨大だった。３０分、ＭＦ43,山根拓己のクロスからのＦ

Ｗ29,小西将人のシュートはバーを叩く。さらに小西が左から

のクロスをダイレクトシュートし、京園大ゴールを脅かす。京

園大も４３分にクロスをＧＫが弾いたボールをＦＷ10,角野翔

汰がゴールを狙うが姫獨大ＧＫ21,佐藤優太がファインセーブ。

京園大が後半早々の絶好機をＧＫに阻まれると、５３分に姫

獨大が右サイドを突破した山根のクロスを小西が角度のないと

ころから蹴り込み先制する。しかし、京園大は焦ることなくしっ

かりとボールをつないで反撃し、７２分に角野のクロスをＭＦ6

3,新井祐輝が決めて同点に追いつく。その後のおよそ２０分間、

両チームは交代カードを全部使い切って、２点目を求めて攻め

合うが実らずタイムアップ。両チームにとって痛い引き分けと

言えるだろう。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

姫獨大 １－１ 京園大

■6月19日(日) 11:30 KICK OFF
於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手
姫獨大 京園大
21 佐藤 優太 13 黒岩 大生
2 渡辺 圭祐 71 吉田 潤矢
3 鸙野 拓人 5 池田 倫太朗
5 権代 貴之 4 朝比奈 魁人
11 進藤 力信 6 城内 龍也
16 五百川 雄太(→ 9 河野 大星) 67 豊永 翔也
35 伊藤 将大 31 杉山 一貴
38 今津 毅大(→36 小原 勇人) 52 村尾 将平(→26 羽田野 勇志)
43 山根 拓己(→12 高橋 志有人) 63 新井 祐輝
28 尾花 和真 21 村上 綾(→16 池ノ上 将利)
29 小西 将人 10 角野 翔汰(→42 山之内 輝)

◆得点(アシスト)
姫獨大 53分 29 小西 将人(43 山根 拓己)
京園大 72分 63 新井 祐輝(10 角野 翔汰)

びわこ大 ３－４ 大体大
■6月19日(日) 14:00 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 大体大
37 柴田 大地 31 姫野 昂志
16 松田 陸 24 山口 幸太
4 石間 寛人 4 濱上 孝次
40 星 克弥 3 菅原 渉
33 二戸 将 5 馬場 将大
7 浅津 知大(→ 29 中村 謙吾) 8 松澤 憲伸
6 河村 大毅 16 松竹 貴大(→17 小竹 一輝)
10 湯田 逸友 20 山田 貴文
30 中村 宏輝(→ 18 竹内 一貴) 18 田上 勇輝(→11 金 亨勲)
27 加藤 大樹(→32 三輪 優平) 6 山本 大稀
11 松田 力 10 脇 睦(→28 藤山 宗徳)

◆得点(アシスト)
びわこ大 27分 11 松田 力(33 二戸 将)
大体大 36分 5 馬場 将大
大体大 49分 3 菅原 渉( 6 山本 大稀)
びわこ大 52分 16 松田 陸
大体大 62分 17 小竹 一輝( 3 菅原 渉)
びわこ大 72分 27 加藤 大樹(33 二戸 将)
大体大 90＋2分 17 小竹 一輝( 8 松澤 憲伸)

両チームは体育・スポーツ系の大学同士の対戦であり、お互

いを強くライバル視している存在だ。順位こそびわこ大が８位、

大体大が６位だが、まだまだ上位を狙える位置にいる。だがそ

のためにはもう勝ち点を落とすわけにはいかない。

試合が動いたのは２７分、びわこ大ＤＦ33,二戸将のクロス

をＦＷ11,松田力が高いジャンプヘッドでＧＫの頭越しに決め

る。しかし、３６分に大体大はＤＦ5,馬場将大がＦＫを直接決

めて同点にする。びわこ大にとって痛かったのは、４５分にエー

ス松田力が２枚目のイエローで退場させられたこと。びわこ大

は以降１０人での戦いを強いられることになる。

４９分、大体大はＣＫをＤＦ3,菅原渉が頭で合わせて逆転す

る。しかし、びわこ大も負けていない。３分後、ＤＦ16,松田

陸がＰＫを決めて再度同点。ところが６２分、びわこ大ＤＦの

判断ミスをついて交代出場のＭＦ17,小竹一輝がループで決め

て再度リードする。７２分、それでも諦めないびわこ大はＦＷ

27,加藤大樹がヘッドで決め、３度目の同点だ。しかし、９０

分を過ぎて、大体大・小竹の自身２点目のゴールが試合を終わ

らせた。勝った大体大だが「最低！」と坂本総監督は苦々しい

表情だった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

「次は勝ち点３をとらないと。大産大も上手な子がおるからラクではないが、なるようになります（笑）」姫獨大・昌子力監督

「大体大は、徹底してシンプルにやってくるチームなので、それに力負けしないで我慢しながらやる。スキはあると思う

のでそれをつけるかどうか。ゴール前の精度の問題を修正して臨みたい」京園大・西政治コーチ

「（関学大は）いいチームですよ。今、一番乗ってるんじゃないかな。それを倒せるようなサッカーを目指してやる」

びわこ大・松田保総監督

「勝ち点が上がっていないから、開き直ってくるでしょう。総理大臣杯を前に失点なしでできるかどうか」

大体大・坂本康博総監督



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

近畿大学ＶＳ大阪産業大学

桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

近畿大 ６－０ 大産大
■6月19日(日) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
近畿大 大産大
1 大西 勝俉 51 神園 優
3 桂田 光 17 伊東 大志(→27 粱 真士)
2 橋村 卓郎 3 門 大貴
4 水谷 尚貴 26 久良知 英範
28 西浦 一志 34 満生 充
6 小田原 匡 7 清水 良平
10 藤本 憲明 20 道旗 久雄(→32 山口 晋也)
24 辻 倫太朗(→42 高 崇彰) 6 江口 直生
8 大北 啓介 23 塩川 慎也
7 宮本 宗弥(→20 山脇 揚平) 22 西岡 舜(→11 川西 誠)
11 皿谷 圭史郎(→ 9 田中 啓太) 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)
近畿大 6分 10 藤本 憲明
近畿大 12分 24 辻 倫太朗( 2 橋村 卓朗)
近畿大 20分 7 宮本 宗弥
近畿大 25分 11 皿谷 圭史郎(28 西浦 一志)
近畿大 70分 42 高 崇彰(10 藤本 憲明)
近畿大 87分 9 田中 啓太

桃山大 １－２ 関学大

■6月19日(日) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 関学大

21 圍 謙太朗 1 上田 耕治

2 中嶋 亮 3 井林 章

28 朴 斗翼 34 福森 直也

37 谷口 功 6 津田 真吾

30 草野 雄也 19 山内 一樹

15 面家 康生 20 関 皓平(→12 平川 直人)

18 須ノ又 諭(→22 松本 翼) 5 桑野 裕士

14 山瀬 彰也(→26 矢倉 大樹) 10 阿部 浩之

38 道上 隼人 7 梶川 諒太

11 齋藤 達也 14 中村 龍一郎(→26 小幡 元輝)

36 中東 優治 17 三ノ宮 健介

◆得点(アシスト)

桃山大 11分 38 道上 隼人(14 山瀬 彰也)

関学大 65分 6 津田 真吾( 7 梶川 諒太)

関学大 69分 10 阿部 浩之( 7 梶川 諒太)

ともに、前節大量得点で勝利した２チーム。勝ち点差は僅

か３．上位争いも混戦模様だ。

先制点は桃山大。この日はやや後ろ目でパサーに徹してい

たエースＦＷ11,齋藤達也がフリーで右サイドに走りこんでき

たＭＦ14,山瀬彰也へ送ると、中へ折り返したボールを道上隼

人が頭で押し込んだ。前半は桃山大の真骨頂といえるつなぐ

サッカーを展開。ほぼ全ての攻撃は中盤の主将・ＭＦ18,須ノ

又諭を経由し、関学大に付け入る隙を与えなかった。しかし、

「ビデオミーティングである程度把握していた」（ＭＦ5,桑

野裕士）と関学大サイドは冷静だった。後半は相手にボール

を持たせても寄せて危ない場面を作らせない。６５分には

「（梶川）諒太が持った瞬間動き出した」ＤＦ6,津田真吾が

右サイドから決め１－１。その４分後には、中央から梶川の

パスを受けたＭＦ10,阿部浩之がドリブル突破。ＤＦ２枚の間

を抜ける難しいコースを決め逆転。「失点するときは、なぜ

かトントンと立て続けにやられる。」（楚輪博監督）と桃山

大は反撃することが出来ず、「第５節に大産大にやられてか

ら、チームは生まれ変わった。」（桑野）という関学大が逆

転勝利を飾った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

近畿大が脅威の強さを見せている。「前半、仕掛けられ

て勝負あり。完敗です」と、大産大・全信俊コーチ。引き

分けを含め、第四節から負けなし。ここ３試合のスコアは

７－０、３－０、そして今日は６－０だ。前節、久々の勝

利で昇り調子だった大産大もなす術がなかった。

前半、６分ＭＦ10,藤本憲明が左サイドからの豪快なゴー

ル決めると、２５分までに４得点。味方ボールになると、

１０秒程度でシュートまで持ち込むカウンターで圧倒。そ

の間に、必ず２～３人の選手が絡み、早すぎる展開に敵も

付いていけない。だが、後半はしっかりプレスに人数をか

け、近畿大のスピードにも対応した大産大。交代で入った

ＦＷ11,川西誠にボールを集め仕掛けたがネットを揺らすこ

とはなかった。近畿大は後半も交代で入った選手が２得点。

采配も当たり攻撃は完膚無きまでに近畿大が圧倒。「前半

は問題なし。ＧＫも、ＣＢも成長してきた」（松井清隆監

督）と攻守のバランスが安定してきたことも強さの要因だ

ろう。ここにきて３位浮上。インカレ圏内へと食い込んで

きた。

（文：フリーライター 久住 真穂）

「これまでセットプレーの失点が課題だったが、よくやってくれた」近畿大・松井清隆監督

「前半は、後手にまわってしまった。気持ちを入れなおしてやっていく。」大産大・全信俊コーチ

「苦しい時期を乗り越えて、戦える集団になってきた」関学大・桑野裕士主将

「次は組織ＤＦをやっていきたい」桃山大・楚輪博監督



～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11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

プレゼント

応募券

前期第11節




