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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年5月5日(木・祝) 前期 第6節

第5節結果

桃山大 (11) 1－1 近畿大 (5)

阪南大 (7) 4－0 びわこ大 (9)

関学大 (6) 1－4 大産大 (3)

関西大 (12) 2－1 姫獨大 (3)

同 大 (8) 1－1 京園大 (2)

立命大 (10) 2－3 大体大 (9)

＊（ ）内は勝点
PHOTO:藤田望

5月5日(木・祝) 11:30 KICK OFF
於：高槻市立総合スポーツセンター

立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
前節は共に黒星を喫した立命大とびわこ大。
好調の攻撃陣がチームに白星をもたらすのは
どちらか。

5月5日(木・祝) 14:00 KICK OFF
於：高槻市立総合スポーツセンター
同志社大学ＶＳ姫路獨協大学

前節は白星を奪えず引き分けに終わった同大。
対する前節惜しくも関西大に破れた姫獨大。
白星をあげ上位進出に１歩前進するのは。

5月5日(木・祝) 14:00 KICK OFF
於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

関西大学ＶＳ大阪産業大学
ロスタイムのゴールで前節逆転勝利の関西大。
前節初勝利の大産大が連勝を狙う。

5月5日(木・祝) 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京都学園大学
ここ２試合連続引き分けの近畿大。今節は白
星を勝ち取りたい。京園大はまだ勝ち星は無
いが毎節点を取っている。今節こそそのゴー
ルで勝利をつかみたい

5月5日(木・祝) 14:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

阪南大学ＶＳ関西学院大学
前節の勝利で連勝を飾り逆襲に入る阪南大。

未だ波に乗れない関学大は昨季王者を破り勢

いをつけたい。

5月5日(木・祝) 12:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学
現在リーグ最小失点を誇る両チーム。その守
備をこじ開けるか。それともその守備陣が力
を発揮するか。

大体大 山本大稀



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ近畿大学

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

桃山大 １－１ 近畿大

■5月1日(日) 11:30 KICK OFF 於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大 近畿大

21 圍 謙太朗 1 大西 勝俉

30 草野 雄也 3 桂田 光

28 朴 斗翼 4 水谷 尚貴

37 谷口 功 5 清水 大輔

2 中嶋 亮 28 西浦 一志

18 須ノ又 諭(→20 菅原 鉄平) 6 小田原 匡

15 面家 康生 8 大北 啓介

14 山瀬 彰也(→55 大谷 壮馬) 15 安田 潤二(→10 藤本 憲明)

38 道上 隼人 30 小松 桂太(→20 山脇 揚平)

36 中東 優治 7 宮本 宗弥

11 齋藤 達也 11 皿谷 圭史郎(→ 9 田中 啓太)

◆得点(アシスト)

桃山大 11分 11 齋藤 達也

近畿大 83分 7 宮本 宗弥(10 藤本 憲明)

阪南大 ４－０ びわこ大

■5月1日(日) 14:00 KICK OFF 於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手
阪南大 びわこ大

21 原田 直樹 37 柴田 大地

5 岩本 知幸 29 中村 謙吾

4 永井 鷹也 15 但馬 優斗

19 飯尾 竜太朗 4 石間 寛人

3 二見 宏志 33 二戸 将

12 谷本 泰基 18 竹内 一貴(→32 三輪 優平)

6 今村 虹陽 6 河村 大毅

22 工藤 光輝(→10 中村 雄大) 10 湯田 逸友

27 阿部 勇治(→28 成田 恭輔) 23 吉澤 春風(→ 2 山本 泰平)

18 奥野 将平 7 浅津 知大(→38 垂水 健悟)

13 河田 篤秀(→20 多木 理音) 11 松田 力

◆得点(アシスト)

阪南大 6分 22 工藤 光輝

阪南大 11分 13 河田 篤秀( 4 永井 鷹也)

阪南大 32分 13 河田 篤秀( 6 今村 虹陽)

阪南大 76分 18 奥野 将平

１０日間で４試合という日程が組まれたゴールデンウィー

ク。その２試合目、前節から中１日という厳しさだ。

雨が桃山大に思わぬ得点をもたらした。１１分、右ＣＫを

近畿大ＧＫがキャッチミス。勘良く詰めたのはＦＷ11,齋藤達

也だ。「ごっつぁん」ゴールだったが、桃山大は前線から意

志統一されたプレッシングで近畿大を追い回し、主導権を握っ

て試合を進めていた矢先の得点だった。その後も桃山大ペー

スだったが、近畿大は２０分を過ぎるとセットプレーを契機

に徐々にチャンスを作れるようになっていく。後半も38,道上

隼人、14,山瀬彰也の両ＳＨのスピードを活かす桃山大が近畿

大を攻め立てるが、欲しい２点目は決まらない。すると近畿

大はＦＷ11,皿谷圭史郎、ＤＦ4,水谷尚貴が惜しいシュートで

反撃の機運を高めていく。逆に桃山大は逃げ切ろうという思

いが勝ち、つなぐべきところも蹴り出すなど近畿大を調子づ

けてしまう。そして８３分、交代出場のＭＦ10,藤本憲明のＣ

ＫをＦＷ7,宮本宗弥に頭で決められついに同点。近畿大は逆

転を狙うがそのままタイムアップ。この試合まで３勝１分と

好スタートに見えた桃山大だったが、ロスタイムに追いつか

れた同大戦の教訓は活かせなかった、

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

開幕以来、昨季王者らしくない試合が続いた阪南大も、前

節ようやく今季初勝利。対するびわこ大は前節、開幕３連勝

の関西大に土をつけるなど３勝１敗と好調なだけに接戦が予

想された。

キックオフからハイプレッシャーをかける阪南大。その勢

いのままに６分、ＭＦ22,工藤光輝がこぼれ球を決め先制。５

分後にもＤＦ4,永井鷹也の自陣からの正確なロングフィード

を受けたルーキーＦＷ13,河田篤秀がＧＫの手を弾き飛ばすよ

うな一撃で初ゴールを挙げ２－０。２０分を過ぎて、やっと

びわこ大はＭＦ6,河村大毅のループ、ＭＦ23,吉澤春風のボレー

で遅まきながら反撃に出るが、阪南大は３２分に河田が右Ｃ

Ｋをヘッドで叩きこみ、リードは３点に。

後半も阪南大の攻める時間は長く、びわこ大は両ＳＨを交

代させるなど、切れる手札を切ったが、時折繰り出すカウン

ターもシュートで終われず、エースＦＷ11,松田力もシュート

１本だけ。阪南大は７６分にＦＷ18,奥野将平がダメ押しし４

－０。河田のシュートミスがなければ、もっと大差をつけら

れたはず。びわこ大は阪南大に圧倒され、チャンスらしいチャ

ンスもないまま試合終了の笛を聞いた。井上翔太主将らケガ

人が戻り、阪南大の大逆襲がはじまる。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

「もっと攻めないと。（今の時期から）守りに入っていてはダメ。攻撃は最大の防御だから」(桃山大・楚輪博監督)
「先に取られることが多いので、先制点をとりたい。（昇格してきた）京園大にも挑戦者として戦いたい」(近畿大・宮本宗弥)

「連戦は難しいと思う。どう回復させるかを考えてやる」(阪南大・須佐徹太郎監督)
「阪南大の２列目からどんどん飛び出してくる攻撃を見習いたい。ＧＷは連戦でどこも苦しいが、こういう時に新しい選手

が出てきたり、苦しい中でつかめるものもあるはず、なんとか乗り切っていきたい」(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5月1日(日) 前期 第5節

関西大学ＶＳ姫路獨協大学

関西学院大学ＶＳ大阪産業大学

関学大 １－４ 大産大
■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

◇出場選手
関学大 大産大

21 一森 純 51 神園 優
2 高松 功一(→24 沓掛 勇太) 34 満生 充
6 津田 真吾 5 佐道 哲也
3 井林 章 3 門 大貴
5 桑野 裕士 17 伊東 大志
20 関 皓平(→ 9 浦島 彰洋) 13 太田 悠人(→26 久良知 英範)
29 原口 祐次郎 7 清水 良平
14 中村 龍一郎(→18 平山 翔太郎) 23 塩川 慎也
10 阿部 浩之 6 江口 直生
7 梶川 諒太 11 川西 誠(→22 西岡 舜)
17 三ノ宮 健介 9 鍔田 有馬(→10 安 泰潤)

◆得点(アシスト)

大産大 24分 9 鍔田 有馬( 6 江口 直生)

大産大 53分 11 川西 誠( 3 門 大貴)

大産大 54分 6 江口 直生(23 塩川 慎也)

大産大 70分 13 太田 悠人

関学大 89分 17 三ノ宮 健介( 7 梶川 諒太)

関西大 ２－１ 姫獨大

■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

◇出場選手

関西大 姫獨大

1 金谷 和幸 21 佐藤 優太

2 都並 優太(→29 山口 幹也) 11 進藤 力信

23 寺岡 真弘 5 権代 貴之

4 小椋 剛 40 日向 翼(→20 三代 真也)

32 内田 恭兵(→18 安藤 大介) 2 渡辺 圭祐

7 岡崎 建哉 16 五百川 雄太(→ 6 武井 優)

21 和田 篤紀 35 伊藤 将大

13 海田 佳祐 22 中坂 勇貴

6 田中 裕人 29 小西 将人

19 中島 龍基 17 廣利 昌輝

24 原口 拓人(→17 奥田 勇太) 9 河野 大星

◆得点(アシスト)

姫獨大 36分 17 廣利 昌輝

関西大 86分 23 寺岡 真弘(17 奥田 勇太,19 中島 龍基)

関西大 90＋1分 23 寺岡 真弘( 7 岡崎 建哉)

ここまで２勝２敗と五分の関学大。対戦相手の大産大は未だ

勝利から遠ざかっている。ここで大産大は大胆な策に出た。

「副将として責任感が強かった誠に任せた。」（全俊信コー

チ）と、４回生が出場しているが敢えて３回生のＦＷ11,川西

誠をゲームキャプテンに据えた。

前半は、終始関学大ペース。細かくパスをつなぎ丁寧にゴー

ル前まで持ち込む。だが、１対１の大事な場面でも「より確

立の高く、ボールを大事にしようとする意識が強い」（ＤＦ5,

桑野裕士主将）と、打てる場面でパスを出し、大産大に止め

られる場面が前半は繰り返された。大産大は２４分に数少な

いチャンスからＦＷ9,鍔田有馬が先制点を奪い、１点リード

で後半を迎えると川西の反転シュートを皮切りに、１分後に

はミドルシュートが決まるなど０－４とゴールラッシュ。策

が功を奏した。守備面では、関学大にとって脅威となったの

がＧＫ51,神園優。キックに課題を残すものの、抜群の読みで

シュートコースを防ぎ、スーパーセーブを連発。実に２０本

のシュートで僅か失点１は、彼のおかげだろう。最後は関学

大ＦＷ17,三ノ宮健介が１点返したが、ロスタイムのゴールは

遅すぎた。大産大にとって待ちに待った初勝利。選手たちに

ようやく笑顔が戻った。

(文：フリーライター 久住 真穂)

前節びわこ大に破れ、初黒星がついた関西大。対する姫獨

大も２連敗中だ。両者の対戦は３年前の後期、９－０で関西

大が大勝したのが最後。これまで姫獨大は公式戦で関西大に

一度も勝ったことがない。

だが、ふたを開けてみると先制点は姫獨大。ＦＷ9,河野大星

がドリブルで中央突破するとＧＫが止めきれず、こぼれ球を

走りこんできたＦＷ17,廣利昌輝が押し込んだ。関西大は再三

シュートを放つも、枠を捉えきれず姫獨大リードで前半を終

える。

後半も姫獨大はボールポゼッションで上回る関西大に対し

守備に人数をかけ、攻撃面では手薄になる両サイドのスペー

スを狙い、果敢に攻める。このまま姫獨大が逃げ切れるかに

思われたが、やはり関西大が底力を見せた。前線にいたＦＷ

19中島龍基をＳＢに下げ、ＭＦ18,安藤大介とＦＷ17,奥田勇

太の二人を同時に投入。流れを変えると、残り４分。奥田の

クロスにゴール前にいたＤＦ23,寺岡真弘が競って頭でゴール

へねじ込んだ。試合終了間際には、またしても寺岡。「前節、

入学して初めてスタメンを外れ悔しかった。だが、おかげで

沢山の人が色んな思いを持って応援してくれてると分かった。」

とＣＫに合わせた値千金のヘディングが決勝弾となり、ロス

タイムの逆転劇で幕を閉じた。

(文：フリーライター 久住 真穂)

「チームがバラバラで、バタバタしていた。もっと圧倒できる。今日は勝ったことが収穫」(関西大・ＭＦ７,岡崎建哉)

「終了間際というのが、残念。だが、これまでの対戦で一番善戦したので、一歩づつやっていきたい」(姫獨大・昌子力監督)

「一番の敗因は試合にかける思いが、相手のほうが強かった」(関学大・ＤＦ5,桑野裕士主将)

「押されていたが、辛抱強く出来た。がむしゃらさが勝利につながった」(大産大・全俊信コーチ)



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ京都学園大学

立命館大学ＶＳ大阪体育大学

同 大 １－１ 京園大

■5月1日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 京園大

21 大杉 崇仁 30 芹澤 賢人

3 三浦 修 71 吉田 潤矢

23 中城 諒 5 池田 倫太朗

19 野地 諒平 4 朝比奈 魁人

38 前澤 宏和 8 楠田 滝大

6 早坂 賢太 52 村尾 将平

8 杉山 和毅(→22 志村 圭幹) 6 城内 龍也

7 東矢 尚仁 31 杉山 一貴

18 山崎 裕平 63 新井 祐輝(→80 重信 勇貴)

16 見宝 憂(→15 石津 令門) 45 上園 拓也(→10 角野 翔汰)

11 松田 純也(→17 堤 隆裕) 21 村上 綾

◆得点(アシスト)

同 大 49分 11 松田 純也

京園大 61分 31 杉山 一貴

立命大 ２－３ 大体大

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

◇出場選手
立命大 大体大
1 岸上 和樹 31 姫野 昂志

2 山田 樹 24 山口 幸太

4 藤原 広太朗 3 菅原 渉

25 武本 成将 4 濱上 孝次

5 篠原 翔 5 馬場 将大

20 宮本 徹 8 松澤 憲伸(→10 脇 睦)

6 村上 巧 16 松竹 貴大

10 藤田 浩平(→18 篠永 諒) 7 廣岡 太貴(→20 山田 貴文)

7 雨森 理亮(→26 双木 亜門) 18 田上 勇輝

11 坂本 一輝 6 山本 大稀

8 淵本 翔太(→32 前岡 信吾) 22 渡邉 悠介(→11 金 亨勲)

◆得点(アシスト)

大体大 27分 22 渡邉 悠介(18 田上 勇輝)

大体大 44分 22 渡邉 悠介(18 田上 勇輝)

大体大 48分 5 馬場 将大

立命大 53分 11 坂本 一輝

立命大 56分 32 前岡 信吾

引き分けを挟んで２連勝中の同大と、いまだ勝利がない京

園大の対戦。前半、同大は右ＳＢ3,三浦修の果敢なオーバー

ラップなどから得意のサイド攻撃を展開し、チャンスを創出

する。対する京園大はＦＷ21,村上綾のドリブル突破やシンプ

ルに裏を狙うサッカーで同大ディフェンスを苦しめる。しか

し、両チームのＧＫのスーパーセーブもあり互いに無得点の

まま前半を折り返す。

後半に入って最初のチャンスをものにしたのは同大だった。

４９分、ＣＫからの混戦で目の前に転がってきたボールを、

最後はＦＷ9,松田純也がゴールに押し込む。「泥臭いゴール

だけど１点は１点」と、怪我明けのＦＷが復帰初戦で先制点

を挙げた。

なかなか勝ちきれない京園大ではあるが「毎試合しっかり

と得点は取れている」（京園大・上園拓也主将）。その得点

力を見せつけたのが、６１分。絶好の位置で得たＦＫをＭＦ

31,杉山一貴が叩き込み、１－１の同点に追いつく。その後は

同大に退場者が出て京園大が勢いづくも、勝ち越すことはで

きず。前節から中１日という厳しい日程で行われた試合は、

両チームが勝ち点１を分け合う結果となった。

(文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人)

前半の主役は大体大のＭＦ18,田上勇輝とＦＷ22,渡邉悠介

だ。２７分、田上がピッチ中央から得意のドリブルで左サイ

ドを突破すると、丁寧なラストパスを中央へ。そのボールを

待ち構えていた渡邉が豪快に合わせ先制する。さらに前半終

了間際に右サイドから田上がクロスをあげると、ヘッドで決

めたのはまたしても渡邉。２人の息の合ったプレーはこれか

らの戦いでも大体大の鍵となるだろう。

後半にも大体大が追加点を挙げ、３－０。大勢は決したか

に思えた。しかし、後半開始からピッチに立った立命大のルー

キー、ＦＷ32,前岡信吾が試合の流れを大きく変える。この大

型ＦＷは抜群のフィジカルに加え、確かな足元も備えており、

新たな基準点ができた立命大が大体大を攻めたてる。５３分、

前岡の強引な突破に大体大ディフェンスがたまらずファール。

獲得したＰＫをＦＷ11,坂本一輝が冷静に決め１点を返す。さ

らに３分後、こぼれ球を前岡がボレーで叩き込み１点差に。

その後も立命大は追加点を狙いにいくが、大体大がディフェ

ンスラインをしっかりと再構築し３－２で勝利した。開幕３

連勝の立命大に陰りが見え始めた反面、大体大は課題の得点

力にも光明が差してきた。もともと堅固な守備には定評があ

るだけに、もしかしたら大体大が今季リーグの台風の目にな

るかもしれない。

(文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人)

「立ち上がりの入り方を改善しなくてはダメ」（立命大・藤田浩平主将）
「３点取れたことは素直に嬉しい。次につながる勝利だった」（大体大・ＭＦ18,田上勇輝）

「試合に臨む準備や姿勢がまだまだ物足りない」（同大・望月慎之監督）
「勝ちきることはできなかったが、価値ある勝ち点１」（京園大・上園拓也主将）
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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６節ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ作成協力■

サッカーライター 貞永 晃二

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




