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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月23日(土)・24日(日) 前期 第3節

第2節結果

近畿大 (3) 2－1 びわこ大 (3)

同 大 (3) 1－0 関学大 (3)

桃山大 (6) 2－0 姫獨大 (0)

阪南大 (1) 0－2 大体大 (3)

立命大 (6) 3－1 大産大 (0)

関西大 (6) 3－1 京園大 (1)

＊（ ）内は勝点

4月23日(土) 11:30 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

桃山学院大学ＶＳ同志社大学

同大に勝利し３連勝を飾りたい桃山大。前節初

勝利の同大が桃山大を破り勢いに乗るか。

4月23日(土) 14:00 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

立命館大学ＶＳ京都学園大学

開幕連勝スタートの立命大に１部初勝利を目指

す京園大が挑む。

4月24日(日) 14:00 KICK OFF 於:大阪長居スタジアム

関西大学ＶＳ関西学院大学

伝統の関関戦。両者の意地がぶつかる。はたし

て結果は。

4月24日(日) 11:30 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

前節黒星を喫した両チームはこの試合で立て直

し勝利をあげたい。

4月24日(日) 11:30 KICK OFF 於:大阪長居スタジアム

阪南大学ＶＳ姫路獨協大学

今季初勝利を目指す両チーム。軍配はいかに。

4月24日(日) 14:00 KICK OFF 於:J-GREEN堺・メインフィールド

近畿大学ＶＳ大阪体育大学

前節今期初白星の両チーム。今節白星をあげ勢

いに乗りたい。

PHOTO：藤田望



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

近畿大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

同志社大学ＶＳ関西学院大学

近畿大 ２－１ びわこ大

■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

◇出場選手

近畿大 びわこ大

1 大西 勝俉 37 柴田 大地

2 橋村 卓郎 16 松田 陸

4 水谷 尚貴 4 石間 寛人

28 西浦 一志 15 但馬 優斗

5 清水 大輔 33 二戸 将

6 小田原 匡 7 浅津 知大

10 藤本 憲明 10 湯田 逸友

24 辻 倫太朗 6 河村 大毅

30 小松 桂太(→20 山脇 揚平) 27 加藤 大樹(→13 大村 祐介)

7 宮本 宗弥 9 土井 俊典(→18 竹内 一貴)

9 田中 啓太(→11 皿谷 圭史郎) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 27分 15 但馬 優斗

近畿大 67分 10 藤本 憲明( 7 宮本 宗弥)

近畿大 90分 20 山脇 揚平

同 大 １－０ 関学大

■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

◇出場選手

同 大 関学大

21 大杉 崇仁 21 一森 純

3 三浦 修 2 高松 功一

2 曽根 賢太郎 6 津田 真吾

19 野地 諒平 4 高橋 宏次郎

38 前澤 宏和 5 桑野 裕士

7 東矢 尚仁 20 関 皓平

6 早坂 賢太 29 原口 祐次郎(→11 熊木 翼)

20 矢野 亮 14 中村 龍一郎(→28 浅香 健太郎)

32 鈴木 凱土(→18 山崎 裕平)10 阿部 浩之

10 辻 智人 7 梶川 諒太(→18 平山 翔太郎)

15 石津 令門(→17 堤 隆裕) 17 三ノ宮 健介

◆得点(アシスト)

同 大 70分 20 矢野 亮

前節完封負けを喫した近畿大と、４得点で大勝したびわ

こ大。対照的な両チームの戦いは思いもよらぬ結末を迎え

た。

強風と荒れたピッチの影響でロングボール主体で試合は

進んでいく。そんな中、流れをつかんだのはびわこ大。前

半２７分に得意のセットプレーから、 後はＤＦ15,但馬優

斗が押し込み先制する。その後も一貫してびわこ大ペース。

テクニックのあるＭＦ6,河村大毅やＭＦ10,湯田逸友を中心

に攻撃を組み立て、終始攻め続けたまま前半を終えた。

後半に入り、近畿大はＦＷ9,田中啓太に代えて、ＦＷ11,

皿谷圭史郎を投入。前半はＦＷ陣が孤立していたが、皿谷

をトップ下に置くことで徐々に攻撃がつながり始める。後

半２２分にＭＦ10,藤本憲明が同点ゴールを決めると、流れ

は近畿大に。しかしそのままスコアは動かず、試合終了か

と思われた後半４５分、スーパーゴールが生まれる。びわ

こ大のＣＫのこぼれ球を奪った近畿大ＭＦ20,山脇揚平がミ

ドルシュート一閃。これがゴールに突き刺さり逆転に成功。

そのまま試合終了となった。

「攻めに人数をかけて、後ろへの意識がおろそかになっ

ていた」と反省の弁を述べたびわこ大の望月聡監督。前半

の内容が良かっただけに、悔しい敗戦となってしまった。

（文：関学スポーツ 森下 侑弥）

立ち上がりからペースをつかんだのは同大。激しいプレス

からボールを奪うと、そこからＭＦ7,東矢尚仁やＭＦ6,早坂

賢太を中心に素早く展開。テクニックのある中盤がしっかり

とつなぎ、関学大ゴールに迫っていった。一方の関学大は前

半２６分に攻撃の要であるＭＦ7,梶川諒太が負傷で交代を余

儀なくされる。そのため前線でなかなかタメを作れなくなり、

厚みのある攻撃ができない。スコアこそ動かなかったものの、

圧倒的に同大ペースのまま前半を終える。

後半に入っても流れは変わらず同大ペース。そして後半25

分に待望の先制点が生まれる。東矢のクロスのこぼれ球を、

混戦から 後はＭＦ20,矢野亮が落ち着いてシュートを決めた。

追い込まれた関学大もＭＦ10,阿部浩之やＦＷ17,三ノ宮健介

らが積極的に仕掛けていくが、前線で孤立してしまい、チャ

ンスらしいチャンスを作れない。 後まで同大ペースは変わ

らず、試合終了となった。

試合終了後、「全てにおいて同志社が上だった」と完敗を

認めた関学大の成山一郎監督。一方、「大きな崩れもせず、

常に自分たちの流れでサッカーができた」と充実感をにじま

せた同大の望月慎之監督。結果だけ見れば１点差の均衡した

ゲームだが、点差以上に両チームの出来に大きな差があった

試合だった。

（文：関学スポーツ 森下 侑弥）

「これで選手たちの固さも取れただろうし、連勝できるようにしたい」(同大・望月慎之監督)

「練習でやってきたことを試合で出せるようにしていきたい」(関学大・成山一郎監督)

「次戦大体大の監督は恩師。感謝の気持ちを持って戦う」(近畿大・松井清隆監督)
「しっかり守備力を高めながら、機を見てカウンターで攻めたい」(びわこ大・望月聡監督)



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

阪南大学ＶＳ大阪体育大学

桃山学院大学ＶＳ姫路獨協大学

桃山大 ２－０ 姫獨大

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

◇出場選手

桃山大 姫獨大

42 藤原 康平 21 佐藤 優太

30 草野 雄也 11 進藤 力信

28 朴 斗翼 38 今津 毅大

37 谷口 功 3 鸙野 拓人

2 中嶋 亮 2 渡辺 圭祐

55 大谷 壮馬(→13 葛城 遼) 28 尾花 和真(→14 竹内 健)

15 面家 康生 35 伊藤 将大

18 須ノ又 諭 22 中坂 勇貴(→36 小原 勇人)

38 道上 隼人(→26 矢倉 大樹) 29 小西 将人

36 中東 優治 17 廣利 昌輝(→37 友成 健悟)

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 9 河野 大星

◆得点(アシスト)

桃山大 3分 36 中東 優治(30 草野 雄也)

桃山大 87分 13 葛城 遼

阪南大 ０－２ 大体大

■4月17日(日) 14:10 KICK OFF 於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 大体大

1 土師 一将 31 姫野 昂志

5 岩本 知幸 16 松竹 貴大

4 永井 鷹也 3 菅原 渉

22 工藤 光輝 4 濱上 孝次

3 二見 宏志 5 馬場 将大(→12 皆口 裕司)

25 森田 隆廣(→13 河田 篤秀) 7 廣岡 太貴

2 中田 大輔 17 小竹 一輝

9 村山 拓哉(→28 成田 恭輔) 24 山口 幸太(→19 葉室 利樹)

12 谷本 泰基 18 田上 勇輝(→10 脇 睦)

6 今村 虹陽 6 山本 大稀

10 中村 雄大(→23 金村 賢志郎) 22 渡辺 悠介

◆得点(アシスト)

大体大 40分 6 山本 大稀

大体大 79分 6 山本 大稀( 3 菅原 渉)

開始早々から、桃山大は、武器である右サイドを使う。ボ

ランチの15,面家康生が、パスカットから、サイドへ散らす。

右で受けるのが、昨年からさらに成長したスピードスター

ＭＦ38,道上隼人。ウィング的な突破を繰り返す。そこに厚み

を加えたのが、右ＳＢ2,中嶋亮。機を見てオーバーラップか

らクロスを供給。結果は早々に出る。３分、右で得たＦＫを、

ＤＦ30,草野雄也が左足でゴール前へ。混戦をすり抜けたボー

ルは、ファーで待つＦＷ３６,中東優治へ。確実に押し込み先

制する。その後も面家を軸に右を使い続け、セットプレーを

得る、桃山大理想の展開。姫獨大は、相手ペナルティーエリ

アに入れず、苦しい戦いが続く。やや膠着した状態が続き、

後半へ。

後半、姫獨大のプレスが強まる。そして、ボールをシンプ

ルに、且つ、速い球種でＦＷ9,河野大星の頭へ。桃山大のサ

イド攻撃も沈黙し、姫獨大にはチャンスだったが、得点には

繋がらず。そうすると、試合終了間際。桃山大は、中東のポ

ストプレーが起点となって、 後は、途中出場のＦＷ13,葛城

遼が蹴り込み、追加点。試合も決める。桃山大、連勝スター

トである。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

初戦引き分けた前年王者・阪南大が攻撃的に出る。得意の

ショートでダイレクトのパス回し。そこにＦＷ6,今村虹陽が

トリッキーなドリブルでアクセントを付ける。大体大も集中

力を切らさず、複数で相手を囲い込み、決定機を作らせない。

先制したのは、大体大。前半４０分。ゴール前でＦＫを得る。

蹴るのは左ＳＢ5,馬場将大。監督からシュートを狙えと指示

を受けた馬場は、意表を突いて壁の下を抜く。何とか阪南Ｄ

Ｆが反応したが、ゴール前は混戦に。そして 後は、ＦＷ⑥

山本大稀がプッシュ。大体大が良い形で前半を終える。

後半も攻めの主導権は阪南大にあった。敵陣までは上手く

持ち込むが、サイドをあまり使わないため、中央を固められ

て阻止される流れが続く。途中から、ＦＷ23,金村賢志郎、Ｆ

Ｗ13,河田篤秀と続けて新入生を投入。攻撃に厚みを増すが、

中央にこだわる単調さは大きく変わらず、大体大が体を張っ

て守る。大体大が試合を決めたのは、７９分。またもＦＫか

ら、ＭＦ17,小竹一輝が蹴ったボールが、スクランブル状態を

招く。そこに「ポジショニングを意識していた」という山本

が、またしても蹴り込んで追加点。

阪南大の猛反撃を振り切った大体大が、今季初勝利を挙げ

た。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

「連続完封が自信になっている。良い守りから入りたい」（桃山大・須ノ又諭主将）
「焦らず中盤を作ってから攻める事」（姫獨大・河野大星主将）

「攻撃の 後の部分で核になる選手が出て来ないとダメ」（阪南大・岩本知幸）
「去年の中心選手が抜けた分、チームプレーに徹さないといけない」（大体大・山本大稀）



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

立命館大学ＶＳ大阪産業大学

関西大学ＶＳ京都学園大学

立命大 ３－１ 大産大

■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

◇出場選手

立命大 大産大

1 岸上 和樹 51 神園 優

2 山田 樹 16 近藤 隼也(→ 2 高村 瑛仁)

4 藤原 広太朗 3 門 大貴

3 小関 教平 4 小川 翼

5 篠原 翔 17 伊東 大志

6 村上 巧 10 安 泰潤(→15 屋根下 岳)

16 垣根 拓也(→20 宮本 徹) 7 清水 良平

10 藤田 浩平(→26 双木 亜門) 6 江口 直生

18 篠永 諒(→32 前岡 信吾) 23 塩川 慎也

8 淵本 翔太 9 鍔田 有馬

11 坂本 一輝 11 川西 誠

◆得点(アシスト)

立命大 11分 11 坂本 一輝(10 藤田 浩平)

大産大 20分 9 鍔田 有馬( 4 小川 翼, 3 門 大貴)

立命大 37分 18 篠永 諒( 4 藤原 広太朗,10 藤田 浩平)

立命大 59分 11 坂本 一輝(18 篠永 諒,10 藤田浩平 )

関西大 ３－１ 京園大

■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

◇出場選手

関西大 京園大

1 金谷 和幸 30 芹澤 賢人

2 都並 優太 41 高田 格聡

23 寺岡 真弘 5 池田 倫太朗(→99 加藤 亮祐)

4 小椋 剛 4 朝比奈 魁人

3 櫻内 渚 8 楠田 滝大

7 岡崎 建哉 52 村尾 将平

21 和田 篤紀(→11 片山 純平) 6 城内 龍也

13 海田 佳祐 31 杉山 一貴(→80 重信 勇貴)

6 田中 裕人 63 新井 祐輝(→10 角野 翔汰)

19 中島 龍基(→18 安藤 大介) 45 上園 拓也

17 奥田 勇太(→24 原口 拓人) 21 村上 綾

◆得点(アシスト)

京園大 13分 6 城内 龍也

関西大 55分 17 奥田 勇太

関西大 68分 13 海田 佳祐( 3 櫻内 渚)

関西大 85分 24 原口 拓人( 6 田中 裕人)

今年も立命大のエースがゴールを量産している。前半１

１分、ＤＦ5,篠原翔の鋭いパスを受けた昨年得点王のＤＦ

11,坂本一輝は、ＤＦの裏へ抜けたＭＦ10,藤田浩平へ。一

対一の場面で中にいた坂本に渡すと、これをきっちり決め

２試合連続弾。しかし大産大がFKから 後はＦＷ9,鍔田有

馬が足に当て同点に。立命大はオウンゴールですぐさま引

き離すと、前半終了直前、ＧＫと接触したＦＷ11,川西誠が

この日２枚目のイエローで退場する。後半４５分を一人少

ない状態で戦う大産大は、鍔田を１トップにし攻めるが、

またしても坂本にダイビングヘッドを決められ３－１。サ

イド突破を試みるが、鍔田の反転シュートもバーに泣かさ

れ、立命大が連勝を飾った。

アンカーを置く立命大は、前に人数をかけることにより

「より攻撃に絡める」と藤田。運動量豊富な中盤に加え、

従来のサイドバックの突破も健在。右の篠原はキレが増し、

ＦＫも蹴れる左のＤＦ2,山田樹が頭角を現してきた。２回

生ＧＫが経験を積めば、今年も安定した戦いぶりが期待で

きそうだ。一人少ない状況で４５分戦った大産大も、「開

幕戦よりはだいぶ良くなった」と全信俊コーチ。後半はＭ

Ｆ7,清水良平左とＭＦ23,塩川慎也が左サイドからドリブル

で仕掛け、チャンスメイクするなど光明が差したようだ。

（文：フリーライター 久住 真穂）

インカレ覇者の関西大と１部初参戦の京園大。先制点を奪っ

たのは、後者だった。試合開始１３分。ＭＦ6,城内龍也が距

離のあるシュートをゴールへ突き刺し、鮮やかに先制点を奪っ

ていった。その後も徹底した前線からのプレスで、関西大を

自由にプレーさせない。勢いに乗った京園大は、ＭＦ7,岡崎

建哉のＰＫもＧＫ30,芹澤賢人が阻止。大学王者相手に１点リー

ドで前半を折り返す。

後半立ち上がりは互いに集中力を欠き、京園大は大幅に運

動量が落ちる。ボールポゼッションを握る関西大も、ＤＦと

ＧＫの連携ミスでセットプレーを与える場面も。前線は、１

トップ気味のＦＷ17,奥田勇太が泥臭く孤軍奮闘するが、下の

３枚がうまく機能せず苦しむ。それでも再三シュートを打ち

続けた奥田が、こぼれ球を押し込み１－１。６８分には、左

サイドから右へ大きく一本のパスが通ると、ＤＦ3,櫻内渚の

折り返しにＭＦ13,海田佳祐が素早い切り替えしでシュート。

関西大の真骨頂というべきゴールが決まり２－１で逆転。

後は関西大のルーキーＦＷ24,原口拓人が、デビュー戦ファー

ストタッチでゴールを決め試合終了。先制点では京園大に驚

かされたが、守りきることが出来ず。まだチームの連携を模

索しながらも、関西大が２連勝を飾った。

（文：フリーライター 久住 真穂）

「新しい戦術がだいぶ浸透してきた」（立命大・藤田浩平主将）
「攻守ともに、セットプレーを修正したい」（大産大・全信俊コーチ）

「関関戦で、関学と一緒に関西の学生サッカーを盛り上げたい」（関西大・島岡健太監督）
「次節は裏を取って、しっかりやり切りたい」（京園大・上園拓也主将）



 

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３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
関学ｽﾎﾟｰﾂ 森下侑弥




