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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月16日(土)・17日(日) 前期 第2節

第1節結果

阪南大 (1) 2－2 京園大 (1)

関西大 (3) 1－0 大体大 (0)

桃山大 (3) 1－0 大産大 (0)

立命大 (3) 3－0 姫獨大 (0)

近畿大 (0) 0－1 関学大 (3)

同 大 (0) 0－4 びわこ大 (3)

＊（ ）内は勝点

4月16日(土) 11:30 KICK OFF 於:高槻市立萩谷総合公園サッカー場

近畿大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

近畿大は得点力のあるびわこ大を抑えたい。攻め

の意識の高いびわこ大が上回るか。

4月16日(土) 14:00 KICK OFF 於:高槻市立萩谷総合公園サッカー場

同志社大学ＶＳ関西学院大学

初戦４失点を喫した同大。攻撃に意欲を見せる関

学大を止められるか。

4月17日(日) 11:30 KICK OFF 於:高槻市立萩谷総合公園サッカー場

関西大学ＶＳ京都学園大学

白星スタートの関西大と引き分けの京園大。初対

決はどちらに軍配が上がるか。

4月17日(日) 11:30 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

桃山学院大学ＶＳ姫路獨協大学

初戦勝利の桃山大が勝って勢いにのるか。そ

れとも初戦黒星の姫獨大が１部復帰後初勝利

をあげるか。

4月17日(日) 14:00 KICK OFF 於:高槻市立萩谷総合公園サッカー場

立命館大学ＶＳ大阪産業大学

３得点での勝利で好スタートを切った立命大に

大産大が挑む。

4月17日(日) 14:00 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

阪南大学ＶＳ大阪体育大学

昨年、関西選手権では当時２部の大体大が勝利

しているが、果たして今回は―



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

阪南大学ＶＳ京都学園大学

関西大学ＶＳ大阪体育大学

阪南大 ２－２ 京園大

■4月9日(土) 11:30 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 京園大

1 土師 一将 30 芹澤 賢人

5 岩本 知幸 41 高田 格聡

4 永井 鷹也 5 池田 倫太朗

19 飯尾 竜太朗 4 朝比奈 魁人

3 二見 宏志 6 城内 龍也

2 中田 大輔 31 杉山 一貴(→60 畠中 良)

12 谷本 泰基 16 池ノ上 将利

25 森田 隆廣(→28 成田 恭輔) 26 羽田野 勇志

9 村山 拓哉(→22 工藤 光輝) 63 新井 祐輝

7 可児 壮隆(→10 中村 雄大) 45 上園 拓也

13 河田 篤秀 21 村上 綾(→11 守永 将平)

◆得点(アシスト)

京園大 52分 21 村上 綾(45 上園 拓也)

阪南大 64分 25 森田 隆廣

京園大 74分 26 羽田野 勇志

阪南大 86分 22 工藤 光輝( 3 二見 宏志)

関西大 １－０ 大体大

■4月9日(土) 14:00 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 大体大

1 金谷 和幸 31 姫野 昂志

2 都並 優太 16 松竹 貴大

4 小椋 剛 3 菅原 渉

23 寺岡 真弘 4 濱上 孝次

3 櫻内 渚 5 馬場 将大

7 岡崎 建哉 24 山口 幸太

21 和田 篤紀(→18 安藤 大介) 7 廣岡 太貴

6 田中 裕人 20 山田 貴文(→17 小竹 一輝)

13 海田 佳祐 18 田上 勇輝(→19 葉室 利樹)

19 中島 龍基 22 渡辺 悠介

17 奥田 勇太(→15 稲森 睦) 10 脇 睦(→30 稲浦 貴紀)

◆得点(アシスト)

関西大 57分 17 奥田 勇太( 3 櫻内 渚)

２連覇を狙う阪南大と１部リーグ初昇格の京園大。試合は

終始阪南大が優位に進めるが「ＦＷは 前線のＤＦ」（京園

大・山下哲監督）と、京園大が前線からプレッシャーをかけ

高い位置で奪うと、素早いカウンターでゴール前まで運んだ。

両者低調だった前半を終えると、後半開始早々、攻勢をかけ

たのは京園大。狙い通りのショートカウンターでＦＷ21,村上

綾が開幕戦初ゴールを決める。その後、阪南大が追いつくも、

攻撃陣が噛み合わず、京園大ＭＦ26,羽田野勇志が弾丸ミドル

シュートでゴールネットを揺らし、再び引き離す。だが、こ

のままで終わらないのが王者・阪南大。ギアがかかった残り

４分、ＤＦ3,二見宏志の超ロングスローをファーサイドにい

たＭＦ22,工藤光輝がそのまま頭で押し込み、同点に持ち込ん

だ。

阪南大は昨年から主力メンバーはほぼ変わらないものの、

中盤の核となる井上翔太主将の怪我の離脱は大きかったのだ

ろう。個人の技術では京園大を圧倒したが、チームとしては

これからの成長に期待したい。京園大は１部デビュー戦で昨

年の覇者から勝ち点１を得たことは大きい。山下監督の言葉

を借りると、「どのチームもスタート。ここからが踏ん張り

どころ」だ。

（文：フリーライター 久住 真穂）

インカレ優勝を果たし、伝統の赤から紫紺にユニフォーム

が変わった関西大。阪南大同様、昨年からのメンバーが大多

数だ。ＭＦ7,岡崎建哉とＭＦ6,田中裕人のダブルボランチが

攻撃を組み立て、主導権を握った。２部から昇格した大体大

は、これまでチームを牽引してきた村田和哉（セレッソ大阪）、

川西翔太・藤春廣輝（ガンバ大阪）の抜けた穴は大きく、攻

撃力ダウンは否めない。だが、高さのあるＦＷ10<脇睦やＭＦ

18,田上勇輝がドリブルでリズムを作った。それでも互いに決

定的な場面を作り出せず、ゴールをこじ開けることが出来な

い。両チーム初戦の堅さもあり、パスミスが目立った。よう

やく口火をきったのは５７分、ジュビロ磐田に内定したＤＦ3,

櫻内渚が自陣でボールを奪うと、「目が合った」と前線で張っ

ていたＦＷ17,奥田勇太へロングフィード。それを奥田がワン

タッチで、そのままゴールへ突き刺した。残り２０分は関西

大がポゼッションし、守りに徹した大体大がこぼれ球を奪い

シュートで終わるというプレーが続いたが、得点には結びつ

かなかった。シュート数では大体大が関西大を上回ったが、

この時期においてチームの完成度は高かった関西大が初戦を

制し、好スタートを切った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

初戦を引き分けた阪南大は、「基本的なことが出来るように」とＤＦ5,岩本知幸。
京園大山下哲監督は「中盤でパスを落ち着いてできたら」と初戦の課題を口にした。

関西大は、「ポゼッション出来ても、シュートで終われていない（ＤＦ3,櫻内渚）」と気を引き締める。
大体大ＤＦ4,濱上孝次は「積極的に守って主導権を奪いたい」と意気込む。



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 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

桃山大 １－０ 大産大

■4月10日(日) 11:30 KICK OFF 於:キンチョウスタジアム

◇出場選手

桃山大 大産大

42 藤原 康平 51 神園 優

28 朴 斗翼 17 伊東 大志

37 谷口 功 3 門 大貴

2 中嶋 亮 5 佐道 哲也

30 草野 雄也 16 近藤 隼也

15 面家 康生 23 塩川 慎也(→13 太田 悠人)

55 大谷 壮馬(→20 菅原 鉄平) 7 清水 良平

14 山瀬 彰也(→13 葛城 遼) 6 江口 直生

38 道上 隼人 14 鈴木 峻太(→10 安 泰潤)

36 中東 優治 9 鍔田 有馬

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 11 川西 誠(→19 藤本 安之)

◆得点(アシスト)

桃山大 23分 11 齋藤 達也(30 草野 雄也)

立命大 ３－０ 姫獨大

■4月10日(日) 14:00 KICK OFF 於:キンチョウスタジアム

◇出場選手

立命大 姫獨大

1 岸上 和樹 21 佐藤 優太

2 山田 樹(→19 都築 卓哉) 11 進藤 力信

4 藤原 広太朗 38 今津 毅大

3 小関 教平 3 鸙野 拓人

5 篠原 翔 2 渡辺 圭祐

6 村上 巧 6 武井 優(→14 竹内 健)

10 藤田 浩平 22 中坂 勇貴(→36 小原 勇人)

16 垣根 拓也(→ 7 雨森 理亮) 35 伊藤 将大

8 淵本 翔太 29 小西 将人

11 坂本 一輝 17 廣利 昌輝(→15 小林 克也)

18 篠永 諒(→20 宮本 徹) 9 河野 大星

◆得点(アシスト)

立命大 9分 6 村上 巧(11 坂本 一輝)

立命大 81分 11 坂本 一輝(10 藤田 浩平)

立命大 90＋4分 10 藤田 浩平( 6 村上 巧)

内容は拮抗したゲームだったが、１部での先輩格である差

か、桃山大がもぎ取った１点を守り切った。桃山大は８年ぶ

りに復帰した楚輪新監督で、攻守のバランスを取ることはも

ちろん、攻撃パターンを増やし、久々の優勝を狙うお膳立て

を作り上げた。スタートから桃山大は両サイドを攻撃の起点

にクロスをゴール前に、を徹底させて大産大を押し込んだ。

先制点はそんな中で生まれた。前半２３分、右ＣＫをゴール

前の混戦に持ち込み、ＦＷ11,齋藤達也がもぎ取った。しかし、

桃山大も早々と先制したものの、追加点が取れない。大産大

が徐々に中盤のディフェンスが機能し始めたのと、逆に桃山

大はここというチャンスでのパスのミス、シュートのミスが

目立って余裕を持ったゲーム運びが出来なかった。

一方、大産大は「練習でできていたことがまるでできなかっ

た。特に前半の始め」（全コーチ）失点はそこを突かれたも

の。失点からディフェンスは持ち直したが、今度は大産大の

誇る9,鍔田有馬、11,川西誠、10,安泰潤のＦＷトライアング

ルが桃山大ＤＦ網にすっかり抑え込まれてチャンスらしいチャ

ンスも作れないままに終わった。

（文：関西学連）

結果は３－０と立命大の完勝に見えるが、姫獨大の大健闘

で引き分け、いや姫獨大が逆転勝利を得ていてもおかしくな

い激しいゲームだった。３年振りに１部復帰の姫獨大には

「今度こそ１部に定着したい」（昌子監督）意気込みが充満

していた。豊富な運動量、複数以上で立命大の攻撃の芽を摘

む。休まないサッカーはフィールドを席巻した。そのエンジ

ンがかからない時点で立命大が先制した。しかもその１点は、

これしか点が取れない、といった教科書のような１点だった。

中央のＤＦ4,藤原広太朗から右サイドのＦＷ11,坂本一輝へロ

ングボールがつながり、坂本がドリブルでＤＦを振り切りゴー

ル前にクロス、詰めていたＭＦ6,村上巧がきれいに合わせた。

この１点は姫獨大の闘志に火をつけた。それから後半の３

０分過ぎまで姫獨大イレブンは攻め続けた。しかし、惜しい

ことにゴール前で再三のチャンスをつかみながら、どうして

も１点が取れなかった。これが１部と２部との違いだろうか、

寄せの速さ、強さがシューターに余裕を与えなかったのだろ

う。すべてがシュートミスにつながった。そして終盤、逆に

立命大はワンチャンスを生かして追加点、さらにロスタイム

に３点目を取って快勝に結びつけた。

（文：関西学連）

「練習でして徹底させていることが出来ればいい」（桃山大楚輪博監督）
「立命大は上位だし、練習でウチがやろうとしていることをやって」（大産大全信俊コーチ）

相手がどこであろうとパスサッカーの濃度を高め貫く。（立命大仲井昇監督）
これからもやれるサッカーを激しくやっていきたい。（姫獨大昌子力監督）



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

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

近畿大 ０－１ 関学大

■4月10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 関学大

1 大西 勝俉 21 一森 純

2 橋村 卓郎 6 津田 真吾

4 水谷 尚貴 3 井林 章

28 西浦 一志 4 高橋 宏次郎

5 清水 大輔 5 桑野 裕士

6 小田原 匡 20 関 皓平

24 辻 倫太郎 29 原口 祐次郎

10 藤本 憲明 14 中村 龍一郎(→18 平山 翔太郎)

11 皿谷 圭史郎(→30 小松 桂太) 10 阿部 浩之

7 宮本 宗弥 7 梶川 諒太(→ 2 高松 功一)

9 田中 啓太(→20 山脇 揚平) 17 三ノ宮 健介

◆得点(アシスト)

関学大 44分 17 三ノ宮 健介(14 中村 龍一郎,29 原口 祐次郎)

同 大 ０－４ びわこ大

■4月10日(日) 14:00 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 びわこ大

21 大杉 崇仁 37 柴田 大地

3 三浦 修 16 松田 陸

2 曽根 賢太郎 5 石橋 勇二

19 野地 諒平 15 但馬 優斗

33 竹田 清恭 33 二戸 将(→ 3 端山 亮平)

6 早坂 賢太 7 浅津 知大

20 矢野 亮 6 河村 大毅

32 鈴木 凱土(→22 志村 圭幹) 10 湯田 逸友

7 東矢 尚仁 18 竹内 一貴(→23 吉澤 春風)

10 辻 智人(→16 見宝 憂) 9 土井 俊典(→13 大村 祐介)

15 石津 令門(→ 9 杉山 健太) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 20分 5 石橋 勇二( 6 河村 大毅)

びわこ大 51分 6 河村 大毅

びわこ大 59分 11 松田 力( 7 浅津 知大)

びわこ大 90＋2分 10 湯田 逸友

両者ともアグレッシブではあったが、守備が攻撃を上回っ

ていた印象が強い試合。

関学大は４－２－３－１の並び。ワントップの17,三ノ宮

健介は、得点力こそあるものの、黒子の役目も担う。仕上

げにかかるのは、ＭＦ10,阿部浩之、7,梶川諒太の今年も健

在の２枚看板が中心。実際、梶川のテンポの良いパスワー

クに呼応した阿部がシュートという場面が多かった。

しかし、前年からハードワークを厭わない守備を披露し

ている近畿大も、簡単には関学大にチャンスを与えない。

関学大の圧力に、やや前線が孤立している感はあったが、

それでも９枚で自陣に堅牢を築き、スペースを消していた。

前述の阿部のシュートも崩して撃ったものではなく、強引

に振り抜いたものばかりだった。ただ、押し続けた関学大

が、やはり先に結果を出す。

前半４４分。ＭＦ29,原口祐次郎の強引なカットインから、

ＭＦ14,中村龍一郎が中で合わせる。そして無人のゴール前

にこぼれて来たボールを「押し込むだけ」（三ノ宮健介）

のフィニッシュを三ノ宮が丁寧にこなした。

後半、近畿大も怒涛の押し返しを見せたが、崩し切れず。

「マークのずらし方や崩し方がイマイチだった」と松井清

隆監督は反省の弁を残した。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

試合前、びわこ大の望月聡監督が「同大はテクニックがあ

るから、ボールを持たれるかも知れない」と読んでいたよう

に、キープは同大。しかし、新チーム結成以来の、同大の悩

みが出てしまう結果に。確かに、ボールは保持している。し

かし、そこから強引なフィニッシュにしか持っていけないの

である。まったく崩せない。実際、プレシーズンでは、ＦＷ

のゴールはほとんど無く、「ＭＦのスーパーゴールが運よく

決まっている」（主将6,早坂賢太）状態。そんな同大に、び

わこがセットプレーから一撃。２０分、ＦＫをＤＦ5,石橋勇

二がドンピシャで、頭で合わせて先制。リズムは変わらなかっ

たが、そのまま前半終了。

後半も、同大はボールはキープしていたが、先が見えない。

それをしっかりとしたブロックで受け止めたびわこ大はカウ

ンターが冴え始める。５１分。好位置でのＦＫをＭＦ6,河村

大毅が直接沈める。本人は「取られたかな、と思った」軌道

だったが、ＧＫの指先を抜けた。

後は、同大の集中力が切れて、ＤＦラインの裏を簡単に取ら

れる状態になる。

５９分は、ＦＷ11,松田力が冷静にゴール。試合のラストプレー

でも、ＭＦ10,湯田逸友がＰＫを誘い、自らゴール。怒涛の０

－４。互いのメンタルに大きな痕を残す試合だった。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

「守備には光明が見えた」という近畿大の松井清隆監督。
「中盤の破壊力を引き出したい」（三ノ宮健介）

「ロッカールームに入る前、入る雰囲気から変えないといけない」と危機感の強い同大の早坂賢太主将
「攻撃への切り替えをしっかり徹底したい」（河村大毅）



 

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。

■第2節ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ作成協力■

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




