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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年5月1日(日) 前期 第5節

第4節結果

関西大 (9) 0－2 びわこ大 (9)

阪南大 (4) 3－0 大産大 (0)

同 大 (7) 1－0 大体大 (6)

立命大 (10) 2－2 近畿大 (4)

関学大 (6) 3－2 姫獨大 (3)

桃山大 (10) 4－1 京園大 (1)

＊（ ）内は勝点

びわこ大 松田力

PHOTO:久住真穂

5月1日(日) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場
桃山学院大学ＶＳ近畿大学

前節４ゴールと大勝の桃山大。近畿大は好調
桃山大を破り勢いをつけたい。

5月1日(日) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
前節今季初勝利をあげ逆襲を始める阪南大。
連勝中と好調のびわこ大が勢いを見せるか。

5月1日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

立命館大学ＶＳ大阪体育大学
現在１２チーム１の得点の立命大。そして１２チーム１の
失点の少なさを誇る大体大。立命大の攻撃力か大体大の守
備力か。

5月1日(日) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

同志社大学ＶＳ京都学園大学
開幕黒星を喫したがそれ以降２勝１分けと立て直した同
大。京園大は１部初白星なるか。

5月1日(日) 14:00 KICK OFF
於：神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

関西大学ＶＳ姫路獨協大学
今季初黒星の前節から立て直しをはかる関西大。姫獨大は
強豪関西大からの勝ち点を奪い勢いをつけたい。

5月1日(日) 11:30 KICK OFF
於：神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

関西学院大学ＶＳ大阪産業大学
前期唯一の兵庫開催で勝利を目指す関学大。大産大は今期
初勝利を目指す。



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月29日(金・祝) 前期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

関西大 ０－２ びわこ大

■4月29日(金・祝) 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 びわこ大

1 金谷 和幸 37 柴田 大地

2 都並 優太 29 中村 謙吾

27 藤原 賢土 5 石橋 勇二

4 小椋 剛 15 但馬 優斗

32 内田 恭兵 33 二戸 将

7 岡崎 建哉 6 河村 大毅

21 和田 篤紀(→17 奥田 勇太) 10 湯田 逸友

13 海田 佳祐 27 加藤 大樹(→13 大村 祐介)

6 田中 裕人 18 竹内 一貴(→32 三輪 優平)

18 安藤 大介(→19 中島 龍基) 7 浅津 知大

24 原口 拓人(→11 片山 純平) 11 松田 力(→ 9 土井 俊典)

◆得点(アシスト)

びわこ大 60分 7 浅津 知大( 6 河村 大毅)

びわこ大 75分 11 松田 力( 7 浅津 知大)

阪南大 ３－０ 大産大

■4月29日(金・祝) 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 大産大

1 土師 一将(→21 原田 直樹) 51 神園 優

5 岩本 知幸 34 満生 充

4 永井 鷹也 5 佐道 哲也

19 飯尾 竜太朗 3 門 大貴

3 二見 宏志 17 伊東 大志

12 谷本 泰基 6 江口 直生

6 今村 虹陽 7 清水 良平

9 村山 拓哉(→ 7 可児 壮隆) 23 塩川 慎也

28 成田 恭輔 14 鈴木 峻太(→11 川西 誠)

18 奥野 将平 30 中山 仁斗(→10 安 泰潤)

13 河田 篤秀(→10 中村 雄大) 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)

阪南大 11分 18 奥野 将平(19 飯尾 竜太朗)

阪南大 66分 6 今村 虹陽(28 成田 恭輔)

阪南大 85分 7 可児 壮隆(28 成田 恭輔)

３連勝中の関西大と、１敗をキープしているびわこ大の好カー

ド。怪我で不出場の櫻内渚に代わり、この日初のゲームキャプ

テンを務めたＭＦ7,岡崎建哉を中心に、関西屈指の中盤がゴー

ル前まで攻め込む。びわこ大は徹底した守備で集中を切らさず

シュートを打たせなかった。前半を終えてシュート数は関西大

の３に対して、びわこ大は０。スコアレスで折り返す。先にチャ

ンスが訪れたのは、びわこ大。ＭＦ6,河村大毅のＦＫに、ＭＦ7,

浅津知大が頭で合わせ待望の先制点が生まれる。その１５分後

にはＭＦ10,湯田逸友のセンタリングに、手薄の左サイドから浅

津がドリブルで仕掛け、最後はＦＷ11,松田力。これが決定打と

なった。両ＳＢも絡む関西大の攻撃は脅威でもあるが、リスク

も高い。交代でＦＷ陣を入れ替えるが決定機を作れず、我慢強

く最後まで守りきったびわこ大が勝利した。大きくメンバーの

変わらないびわこ大だが、明らかに昨年よりもチームとしての

まとまりを感じた。「これまで“インカレ出場”と高い目標に

向かってやっていたが、今年からは、まずは一戦一戦を大事に

する」（びわこ大・湯田主将）と、目の前の試合に集中するこ

とにより楽になったという。今年、びわこ大がリーグを面白く

させてくれそうだ。

（文：フリーライター 久住 真穂）

第二試合は、互いにここまで勝ち星がない阪南大と大産大

の対戦だ。先制点は阪南大。ＤＦ19,飯尾竜太朗がサイドを攻

略すると、クロスにＦＷ18,奥野将平が高い打点でゴールへ突

き刺した。早い時間帯での得点で波に乗れない阪南大に対し

て、大産大のＭＦ23,塩川慎也が得意のドリブル突破でペナル

ティエリア内へ侵入する。２９分には阪南大ＧＫ1,土師一将

が競り合いで負傷し、プレーは一時中断。互いに好機を掴め

ないまま前半終了かに思われたロスタイム、阪南大がＰＫを

ゲット。しかし、無情にもＭＦ6,今村虹陽のシュートは、Ｇ

Ｋ51,神園優に止められてしまう。後半、一進一退の攻防から

追加点は、今村がＦＫを汚名返上とばかりに頭で合わせ押し

込んだ。終盤、大産大は「点を取るために前掛りにいった」

と、主将・ＦＷ10,安泰潤を投入し流れを引き寄せる。どちら

も勝ち点３のためにと、やや荒れた苦しい展開になるが、や

はり経験値の高い阪南大が流れるようなパスワークで３点目

を奪取。後半から入ったＧＫ21,原田直樹も無失点で守りきり、

阪南大が初白星を挙げた。初勝利にも「試合に入る前からの

気持ちが甘い。」（須佐徹太郎監督）と納得いかない様子。

だが、この勝利を足がかりに連戦を制すれば一気に上位へ駆

け上がるチャンスはある。

（文：フリーライター 久住 真穂）

「ただ負けたから悪いというよりも、サッカーに対する姿勢が重要」(関西大・島岡健太監督)
「かなりボール回されたが、良い守備が出来た」(びわこ大・ＭＦ10,湯田逸友主将)

「勝つには勝ったが、アスリートとしてのメンタリティーを忘れている」(阪南大・須佐徹太郎監督)
「諦めずに戦う姿勢は見せれた。連戦はうまく体力使って戦いたい」(大産大・全俊信コーチ)



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年4月29日(金・祝) 前期 第4節

立命館大学ＶＳ近畿大学

同志社大学ＶＳ大阪体育大学

同 大 １－０ 大体大

■4月29日(金・祝) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手

同 大 大体大

21 大杉 崇仁 31 姫野 昂志

38 前澤 宏和 3 菅原 渉

23 中城 諒 4 濱上 孝次

6 早坂 賢太 5 馬場 将大

3 三浦 修 24 山口 幸太

25 佐藤 匠(→18 山崎 裕平) 7 廣岡 太貴(→26 永富 誠也)

20 矢野 亮 16 松竹 貴大

57 村上 慎 6 山本 大稀

7 東矢 尚仁 11 金 亨勲(→28 藤山 宗徳)

9 杉山 健太(→16 見宝 憂) 18 田上 勇輝(→10 脇 睦)

15 石津 令門(→ 8 杉山 和毅) 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

同 大 31分 20 矢野 亮(15 石津 令門)

立命大 ２－２ 近畿大

■4月29日(金・祝) 14:00 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手

立命大 近畿大

1 岸上 和樹 1 大西 勝俉

2 山田 樹 3 桂田 光

4 藤原 広太朗 4 水谷 尚貴

3 小関 教平 28 西浦 一志

5 篠原 翔 5 清水 大輔

16 垣根 拓也(→32 前岡 信吾) 6 小田原 匡

6 村上 巧 24 辻 倫太朗(→ 8 大北 啓介)

10 藤田 浩平 15 安田 潤二(→10 藤本 憲明)

8 淵本 翔太(→ 7 雨森 理亮) 30 小松 桂太(→20 山脇 揚平)

18 篠永 諒(→26 双木 亜門) 7 宮本 宗弥

11 坂本 一輝 11 皿谷 圭史郎

◆得点(アシスト)

近畿大 22分 7 宮本 宗弥(11 皿谷 圭史郎)

立命大 67分 6 村上 巧

立命大 70分 11 坂本 一輝(26 双木 亜門)

近畿大 71分 11 皿谷 圭史郎( 7 宮本 宗弥)

立ち上がりは同大が攻勢。今季初スタメンのＦＷ9,杉山健

太の高さを活かすため、サイドから攻撃を仕掛ける。前半５

分、７分と立て続けに杉山がヘッドでゴールを狙うも、枠に

飛ばせず。対する大体大は「サイドからよりも中央突破の方

が得意」（坂本康博監督）というように、ＦＷ18,田上勇輝が

得意のドリブルでゴールに迫るも、こちらも得点を挙げるに

は至らない。先制したのは同大。前半３１分、ＦＷ15,石津令

門が右サイドからクロスを中央に送ると、ＭＦ20,矢野亮がダ

イレクトボレーで合わせ１－０。その後も同大がピッチを広

く使った攻撃でゴールに迫るも、スコアはそのまま動かず後

半へ。

後半ペースをつかんだのは大体大。同大ディフェンスライ

ンの裏をシンプルに狙う攻撃を徹底し、再三裏に抜け出すも

シュートを決めきることができない。８０分には長身のＦＷ

10,脇睦を投入し、パワープレーに出るも最後までゴールを挙

げることはできず。昨年の関西選手権決勝の再現となったこ

の試合。スコア通り非常に拮抗したゲームとなったが、ＤＦ6,

早坂賢太を中心に激しいディフェンスで1点を守りきった同大

が勝ち点3を獲得した。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

試合はポゼッションをにぎり得意のパスサッカーで攻める

立命大と前線からのハイプレスでボールを奪いカウンターを

狙う近畿大という構図で進んでいく。しかし、立命大はパス

こそ回せるものの、近畿大のアグレッシブなプレスに手を焼

き、なかなかゴール前までボールを運ぶことができない。す

ると前半２２分、近畿大が高い位置でボールを奪うと、2人の

ＦＷがショートカウンターで一気に攻め込み、最後はＦＷ7,

宮本宗弥が冷静にシュートを決め、そのまま近畿大ペースで

前半を折り返す。

後半も継続的にハイプレスをしかける近大。このまま近畿

大が試合を支配していくのかと思われたが、試合は激しく動

く。６７分、立命大ＭＦ6,村上巧が流れを変える。ペナルティ

エリア外から右足一閃。見事なミドルシュートで同点に追い

つく。さらに３分後、立命大が左サイドから相手を崩し、Ｆ

Ｗ11,坂本一輝がＧＫの股を抜く技ありシュートですぐさま逆

転する。だが、逆転されリスタートした流れのまま近畿大が

攻め込み、ＦＷ11,皿谷圭史郎がゴールを叩き込みまたしても

同点に。その後は試合も落ち着きを見せ、２－２で試合終了。

「前半のうちに追いつけていれば・・・」と立命大の主将藤

田。対して近畿大の主将宮本は「自分たちのサッカーは立命

大にも通用した」と自信を垣間見せた。引き分けではあった

ものの、両チームの試合後の表情は対照的であった。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

「今以上にディフェンスの連携を高め、京園大戦に臨みたい」（同大・望月慎之監督）
「攻めのディフェンスをみせる。自分たちのサッカーをするだけ」（大体大・坂本康博監督）

「パスサッカーで試合を支配し、相手の背後を狙っていく」（立命大・藤田浩平主将）
「中１日でしっかり切り替え、ハードワークで勝利をつかむ」（近畿大・宮本宗弥主将）



第89回関西学生サッカーリーグ
2011年4月29日(金・祝) 前期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ姫路獨協大学

桃山学院大学ＶＳ京都学園大学

関学大 ３－２ 姫獨大
■4月29日(金・祝) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
関学大 姫獨大
21 一森 純 21 佐藤 優太
2 高松 功一 11 進藤 力信
6 津田 真吾 20 三代 真也(→ 5 藤代 貴之)
3 井林 章 40 日向 翼
5 桑野 裕士 2 渡辺 圭祐
20 関 皓平(→11 熊木 翼) 37 友成 健悟(→16 五百川 雄太)
29 原口 祐次郎 35 伊藤 将大
14 中村 龍一郎(→ 9 浦島 彰洋) 22 中坂 勇貴
10 阿部 浩之 29 小西 将人
7 梶川 諒太 17 廣利 昌輝(→15 小林 克也)
17 三ノ宮 健介 9 河野 大星

◆得点(アシスト)
関学大 16分 29 原口 祐次郎( 7 梶川 諒太)
姫獨大 18分 17 廣利 昌輝
関学大 38分 7 梶川 諒太
関学大 54分 10 阿部 浩之
姫獨大 56分 29 小西 将人( 9 河野 大星)

桃山大 ４－１ 京園大
■4月29日(金・祝) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
桃山大 京園大

21 圍 謙太朗 30 芹澤 賢人

30 草野 雄也 71 吉田 潤矢

28 朴 斗翼 5 池田 倫太朗

37 谷口 功 4 朝比奈 魁人

2 中嶋 亮 8 楠田 滝大

18 須ノ又 諭 52 村尾 将平

55 大谷 壮馬(→38 道上 隼人) 6 城内 龍也

14 山瀬 彰也 31 杉山 一貴

20 菅原 鉄平 63 新井 祐輝(→80 重信 勇貴)

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 45 上園 拓也(→10 角野 翔汰)

13 葛城 遼(→22 松本 翼) 21 村上 綾

◆得点(アシスト)
桃山大 3分 14 山瀬 彰也(13 葛城 遼)
桃山大 60分 2 中嶋 亮
桃山大 75分 16 加藤 潤(30 草野 雄也)
桃山大 84分 2 中嶋 亮(38 道上 隼人)
京園大 85分 21 村上 綾(80 重信 勇貴)

関学大はＭＦの10,阿部浩之、7, 梶川諒太の二枚看板が揃

うと攻めにバラエティが出てくるとともに安定感も出る。そ

して１勝を得たものの、内容的には物足りなかった。前半１

６分、右から梶川がゴール前に絶妙なタイミングでパスを出

し、ＭＦ29,原口祐次郎が決めた。しかしその先制も、直後

にＤＦからのパスをカットされるミスで同点に追いつかれた。

その後は阿部、梶川を軸にゲームの主導権を握りながら姫獨

大ＤＦ陣の果敢なチェック、あるいは自らのパスワークの乱

れが出て攻めあぐんだ。勝ち越し点、突き放し点が個人技で

ものにしたことが関学大の攻めの苦しさを物語っている。２

点目が梶川のＦＫ、3点目は阿部が姫獨大のＤＦのパスミス

を拾ってのもの。その意味では関学大は今後に大きな課題を

残したと言えそうである。

一方の姫獨大、後半１１分、左サイドからＦＷ⑨河野大星

―ＭＦ29,小西将人と絵にかいたような速攻が決まって１点

差に詰め寄ったが、あとが続かなかった。姫獨大は２点目で

見せたようにワンタッチパスが決まると素晴らしい得点につ

ながるのだが、そうは何度も決まらない。中盤で少しボール

が落ち着けば強力な攻めがもっと出そうだが。

（文：関西学連）

桃山大の安定した攻守は危なげのないゲームになって表れ

ているが、多彩さを持つだけに４得点はともかく、内容的に

は物足りなさを残した。先制点は前半の３分、右からＦＷ13,

葛城遼がゴール前にパス、ＭＦ14,山瀬彰也が決めた。早々の

得点に桃山大のラッシュが期待されたが、２点目までが遠かっ

た。京園大に合わせたわけではないだろうが、左右から何度

となく仕掛けながら、ここというところでパス、シュートの

ミスが出た。２点目は後半の１５分、それも京園大のＤＦが

グラウンド外に出て１人減の状態の中でつかんだＰＫだった。

だが、この１点で桃山大の攻守に余裕が出た。３、４点目は

文句なし。しかし４－０の状態で簡単にＤＦが乱れ、得点を

与えてしまったのは大きな反省だろう。

京園大は敗れはしたが、このゲームでも１得点をマークし

た。初めての1部リーグで３敗１分けだが２点、１点、１点、

１点と無得点ゲームがないのは、今後に大きな励みになるだ

ろうし、大きな財産になる。ただ攻守にまだこれといったポ

リシーがないのが、今後に苦難を残しそう。ＤＦ5,池田倫太

朗、ＭＦ31,杉山一貴、ＦＷ21,村上綾、4人出場した1年生ら

将来性のある楽しみな選手もいる。

（文：関西学連）

「チャレンジしようという姿勢からのミスはいいが、ザツなプレーが出すぎる。連戦の出だし白星なので流れに乗りたい」
(関学大・成山一郎監督)

「やらなくてもいい失点が多すぎる。攻めではマイボールをもっとつなげなければ。ボールが落ち着かない。まだまだという感じ」
(姫獨大・昌子力監督)

「点は取れる時に取っておかないと、というのが反省点。自分たちのサッカーで勝ちきる、をモットーに今後もやっていく」

(桃山大・楚輪博監督)

「ＰＫで流れが切れた。こちらのミスだが。後半にスタミナ、気力を含めて落ちて失点が多い。乗り越えたいが」

(京園大・山下哲監督)



 

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５節ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ作成協力■

フリーライター 久住 真穂

同志社スポーツアトム編集局
竹内 淳人




