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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) 前期 第11節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ京都学園大学

大阪産業大学ＶＳ姫路獨協大学

悪天候続きだった今季。しかしこの日は快晴。

そして気温や湿度が急上昇。加えて、Ｊ－ＧＲＥ

ＥＮ堺メインフィールドの芝生が養生中。選手た

ちには、酷な条件が揃った。 試合は、双方の良

さの消し合いに終始する。フィールド中央で激し

い競り合いが繰り広げられる。ファウルも増えて、

京園大には前半だけで３枚のイエローカード。た

だ、両者がゴール前にまでボールを運べず、大体

大２本、京園大１本のシュート数に終わる。京園

大ＦＷ10,角野翔汰のシュートは決定機だったが、

大体大ＧＫ1,松本智広が好セーブで凌ぐ。後半に

入って、体力の消耗もあり、多少はシュート数が

増えるが、決定機は皆無。結局、大体大シュート

６本、京園大シュート３本に終え、試合もスコア

レスドローとなる。これで、１０試合連続ゴール

及び１０試合連続失点という京園大の記録は途絶

えた。ただ、試合後の両監督は対照的。京園大の

山下哲監督は、「ゴールが取れなかったが、大体

大さんに取られなかった事の方が大事」と手応え

を口に。坂本康博監督は、総理大臣杯に向けて、

ロッカー外でメンバーを叱咤した。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

勝ち点が一桁の両チーム。まだ前期とは言え、

勝ち点の上積みをしておきたい直接対決。

キックオフからの入りは、単調な展開。中盤を

割愛して、ロングボールが飛び交う。大産大はＦ

Ｗ9,鍔田有馬がターゲット。姫獨大は、ＦＷ29,小

西将人を目掛けて。分かっている攻撃であったた

め、両ＤＦ陣がしっかり対応し、前半はスコアレ

スで終える。後半、姫獨大は、ＦＷ 9,河野大星を

投入。「おとりになったり、裏を取ったり、くさ

びになったりとバリエーションを考えた」という

河野の動きで、試合に躍動感が生まれる。しかし、

得点をモノにしたのは大産大。６１分、鍔田が左

サイドを独走。「エリアの中に２人居るのが見え

た」という余裕を持って、クロスを入れる。合わ

せたのは、ＭＦ32,山口晋也。この得点で勢いづい

た大産大は、７８分にも、姫獨大のクリアミスを

拾い、ＦＷ11,川西誠がＧＫとの１対１を制して追

加点。この後は、焦る姫獨大をシュート３本に抑

えた大産大が上手く逃げ切り、勝ち点３を得た。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

大体大 ０－０ 京園大

■6月25日(土) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 京園大

1 松本 智広 13 黒岩 大生

24 山口 幸太 71 吉田 潤矢

4 濱上 孝次 5 池田 倫太朗

3 菅原 渉 4 朝比奈 魁人

5 馬場 将大 6 城内 龍也

16 松竹 貴大(→17 小竹 一輝) 31 杉山 一貴(→42 山之内 輝)

20 山田 貴文 16 池ノ上 将利

8 松澤 憲伸 26 羽田野 勇志

18 田上 勇輝(→11 金 亨勲) 63 新井 祐輝

6 山本 大稀 21 村上 綾

10 脇 睦(→28 藤山 宗徳) 10 角野 翔汰(→45 上園 拓也)

◆得点(アシスト)

大産大 ２－０ 姫獨大

■6月25日(土) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大産大 姫獨大

51 神園 優 21 佐藤 優太

34 満生 充 11 進藤 力信

26 久良知 英範 5 権代 貴之

3 門 大貴 3 鸙野 拓人

17 伊東 大志 2 渡辺 圭祐

32 山口 晋也(→20 道旗 久雄) 16 五百川 雄太(→ 9 河野 大星)

7 清水 良平 35 伊藤 将大

23 塩川 慎也(→ 6 江口 直生) 38 今津 毅大(→30 田村 健太)

24 幾 将崇 43 山根 拓己(→36 小原 勇人)

11 川西 誠(→10 安 泰潤) 28 尾花 和真

9 鍔田 有馬 29 小西 将人

■得点(アシスト)

大産大 61分 32 山口 晋也( 9 鍔田 有馬)

大産大 78分 11 川西 誠(51 神園 優)



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

同志社大学ＶＳ近畿大学

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

前期最終節。インカレ争いに残りたい関学大

と、残留争いは避けたいびわこ大の対戦。前半

は互いに決定機を作り出せずスコアレスで折り

返す。沈黙を破ったのは、びわこ大・ＭＦ 6,河

村大毅。あまり角度のないペナルティエリア付

近左から小柄な河村が放った弾丸ＦＫは、ポス

トを直撃。ボールは内側へと吸い込まれ、びわ

こ大に先制点をもたらした。しかし、関学大も

黙っていない。交代で入ったルーキーＦＷ28,浅

香健太郎の左サイドからのクロスに、ＭＦ 7,梶

川諒太がシュート。それをゴール前につめてい

たＦＷ14,中村龍一郎がすかさず押し込んだ。再

び引き離したいびわこ大だったが、同点弾の直

後、関学大ＭＦ10,阿部浩之を阻止しようとした

ＤＦ40,星克弥が１発レッドで退場。びわこ大は

一人少ない状況で勝ち越すには厳しく、関学大

も阿部のドリブルシュートがバーに阻まれ、１

－１でともに勝ち点１を分け合った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

関学大 １－１ びわこ大

■6月26日(土) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

関学大 びわこ大

1 上田 耕治 37 柴田 大地

3 井林 章 33 二戸 将

6 津田 真吾 5 石橋 勇二

15 加藤 龍平(→ 2 高松 功一) 40 星 克弥

34 福森 直也 16 松田 陸

5 桑野 裕士 30 中村 宏輝

20 関 皓平 6 河村 大毅(→18 竹内 一貴)

7 梶川 諒太 10 湯田 逸友

10 阿部 浩之 7 浅津 知大

14 中村 龍一郎(→26 小幡 元輝) 13 大村 祐介(→29 中村 謙吾)

17 三ノ宮 健介(→28 浅香 健太郎) 27 加藤 大樹(→15 但馬 優斗)

◆得点(アシスト)

びわこ大 53分 6 河村 大毅

関学大 71分 14 中村 龍一郎( 7 梶川 諒太)

同 大 １－１ 近畿大

■6月26日(土) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 近畿大

21 大杉 崇仁 1 大西 勝俉

19 野地 諒平 2 橋村 卓郎

5 佐川 雅也 3 桂田 光

23 中城 諒 4 水谷 尚貴

2 曽根 賢太郎 28 西浦 一志

7 東矢 尚仁 6 小田原 匡

20 矢野 亮 8 大北 啓介(→42 高 崇彰)

6 早坂 賢太 10 藤本 憲明(→ 9 田中 啓太)

18 山崎 裕平(→22 志村 圭幹) 24 辻 倫太朗(→19 青山 賢吾)

10 辻 智人 7 宮本 宗弥

15 石津 令門(→13 福岡 寛之) 11 皿谷 圭史郎

◆得点(アシスト)

近畿大 40 分 11 皿谷 圭史郎( 3 桂田 光)

同 大 45＋3分 7 東矢 尚仁(15 石津 令門)

首位・関西 大を 追う２ 位・ 同大と 、３ 位・近 畿大

の上位争い。 先制 点はス ピー ドある 近畿 大から 生ま

れた。ＤＦ 3,桂田光のロングフィードは前線で 張っ

ていたＦＷ11,皿谷圭史郎へ。相手ＤＦが判断ミスを

逃さず、皿谷が奪いそのままゴールを決めた。だが、

同大も前半終 了ラ スト１ プレ ーで鮮 やか な同点 ゴー

ルを演出する。中央でＭＦ18,山崎裕平のパスを受け

たＦＷ15,石津令門がヒールで流すと、最後はＭＦ7,

東矢尚仁がＤ Ｆの 間を抜 くシ ュート で追 いつい た。

後半に入ると 、同 大が前 半か らの勢 いで 集中を 切ら

さず、近畿大 の波 状攻撃 をシ ャット アウ ト。同 大は

ＦＷ10,辻智人を中心に仕掛けるが、枠を捉えること

が出来なかっ た。 「引き 分け だが今 日は ９０分 、危

なげなく戦え た」 と望月 慎之 監督。 一方 、近畿 大の

松井清隆監督は、「今年は安定している。後期もちゃ

んと出来れば 全国 で勝て る」 と前期 で自 信をつ けた

様子。後期、 激化 するイ ンカ レ争い 。両 チーム から

目が離せない。

（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
2011年6月26日(日) 前期 第11節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

立命館大学ＶＳ桃山学院大学

阪南大学ＶＳ関西大学

立命大 １－２ 桃山大

■6月26日(日) 11:30 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

立命大 桃山大

1 岸上 和樹 21 圍 謙太朗

2 山田 樹 2 中嶋 亮

4 藤原 広太朗 28 朴 斗翼

29 谷口 智紀(→32 前岡 信吾) 37 谷口 功

5 篠原 翔 30 草野 雄也

40 加藤 恒平 15 面家 康生

10 藤田 浩平 18 須ノ又 諭

6 村上 巧 38 道上 隼人

7 雨森 理亮(→13 戸高 弘貴) 14 山瀬 彰也(→10 小倉 慎太郎)

11 坂本 一輝 11 齋藤 達也(→22 松本 翼)

8 淵本 翔太(→18 篠永 諒) 36 中東 優治(→16 加藤 潤)

◆得点(アシスト)

立命大 53分 6 村上 巧

桃山大 67分 11 齋藤 達也(14 山瀬 彰也)

桃山大 90＋1分 16 加藤 潤(10 小倉 慎太郎)

阪南大 ２－０ 関西大

■6月26日(日) 14:00 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

阪南大 関西大

21 原田 直樹 16 志村 智久

35 朴 賛友(→ 5 岩本 知幸) 32 内田 恭兵(→29 山口 幹也)

4 永井 鷹也 23 寺岡 真弘

19 飯尾 竜太朗 4 小椋 剛

26 藤内 建太 3 櫻内 渚

12 谷本 泰基 13 海田 佳祐

8 窪田 良 7 岡崎 建哉

9 村山 拓哉 6 田中 裕人

14 井上 翔太(→11 泉澤 仁) 19 中島 龍基

18 奥野 将平(→16 本多 勇喜) 9 片岡 道則(→12 阪口 貴之)

10 中村 雄大 17 奥田 勇太(→10 木村 一貴)

◆得点(アシスト)

阪南大 47分 10 中村 雄大

阪南大 90分 11 泉澤 仁(10 中村 雄大)

４月９日に始まった前期リーグもいよいよ最終節。開幕３

連勝と好調なスタートを切った立命大も勝ち星はそこから１

つ積み上げただけの７位。一方、次週からの総理大臣杯を前

に、モチベーションの高い桃山大もなかなか連勝とは行かず

５位につける。

前半は、ともにつなぎの段階でミスが出て、やがて長いボー

ルでＤＦライン背後を突き合う展開となる。チャンスは桃山

大が作ったがスコアレスで終了。

５３分、右からのクロスのＤＦクリアをＭＦ6,村上巧が豪

快にボレーで決めて立命大が先制する。追いかける桃山大だ

が、ＦＷ11,齋藤達也が連続してチャンスを逃す。しかしさ

すがに点取り屋齋藤、６７分にＭＦ14,山瀬彰也のクロスを

頭で叩きこんだ。１－１となり交代カードを切りながら攻め

合う両チームだが、スコアは動かずアディショナルタイムへ。

ここで桃山大の交代出場２人が「仕事」をする。ＭＦ10,小

倉慎太郎がバイタルで巧みにボールキープしスルーパス。Ｆ

Ｗ16,加藤潤が抜け出しＧＫとの１対１を冷静に決めた。気

温も上がり厳しい条件下での試合となったが、勝利への執念

を見せた桃山大が競り勝ち、総理大臣杯初戦の中京大戦に気

分よく臨めそうだ。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

昨年度リーグ王者阪南大は関西選手権こそ制したが、前期

ここまで８位と不本意な成績。一方、昨年度インカレ制覇の

関西大は８勝２敗と首位に立つが、総理大臣杯出場は逃すと

いう対照的な両チーム。

関西大はＤＦからトップへのクサビが上手く入るといい展

開となるが、阪南大も4,永井鷹也、35,朴贊友で組む中央の守

備は堅い。阪南大もスキルの高さで敵陣に運ぶが、攻撃ゾー

ンでのアイデアが乏しくシュートまで持ち込めない。前半最

大のチャンスを得たのは関西大。３７分、ゴール前連続２本

のシュートは永井が体を張って２度ともはね返した。

４７分、阪南大が先制する。カウンターから14,井上翔太が

ボックス内へ強引に侵入、こぼれ球を10,中村雄大が流し込ん

だ。関西大も５２分、7,岡崎建哉の絶好のロングスルーパス

を決められず、以降チャンスらしいチャンスを作れない。阪

南大は交代出場の11,泉澤仁が、イタリア遠征から早朝帰国し

たとは思えない軽快な動きを見せると、アディショナルタイ

ムに右サイドを破り、中村とのワンツーからダメ押し、関西

大の息の根を止めた。首位を倒した阪南大は「夏」の大学王

者決定戦を次週に控え、「大阪の暑さ」にも勝てたことは大

きな自信となる。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）




