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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年5月7日(土)・8日(日) 前期 第7節

第6節結果

立命大 (13) 3－0 びわこ大 (9)

同 大 (11) 2－0 姫獨大 (3)

桃山大 (14) 1－0 大体大 (9)

阪南大 (10) 2－1 関学大 (6)

近畿大 (8) 2－1 京園大 (2)

関西大 (15) 3－0 大産大 (3)

＊（ ）内は勝点

5月7日(土) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

関西学院大学ＶＳ京都学園大学

未だ波に乗れない両チーム。今節勝利をつかみ

浮上のきっかけを掴みたい。

5月8日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

姫路獨協大学ＶＳ大阪体育大学

共に今期１部に昇格してきた両チームの対戦。

結果はいかに。

5月8日(日) 11:30 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

前節勝利し未だ無敗の桃山大。滋賀県開催に燃える

びわこ大が挑む。

5月7日(土) 14:00 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

同志社大学ＶＳ大阪産業大学

徐々に順位をあげ調子を上げてきた同大に２勝

目を目指す大産大が挑む。

5月8日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

阪南大学ＶＳ近畿大学

連休に入り連勝の阪南大がその勢いのまま圧倒する

か。前節勝利の近畿大が阪南大を破り波に乗るか。

5月8日(日) 14:00 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

関西大学ＶＳ立命館大学

現在首位の関西大と３位の立命大の好カード。注目

の上位対決、軍配は。

同大 石津令門

PHOTO:藤田望



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

同志社大学ＶＳ姫路獨協大学

立命大 ３－０ びわこ大

■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

◇出場選手
立命大 びわこ大

1 岸上 和樹 37 柴田 大地

2 山田 樹 29 中村 謙吾

4 藤原 広太朗 5 石橋 勇二

25 武本 成将 15 但馬 優斗

5 篠原 翔 33 二戸 将

16 垣根 拓也 27 加藤 大樹(→32 三輪 優平)

6 村上 巧 6 河村 大毅(→18 竹内 一貴)

10 藤田 浩平 22 中井 蓮

8 淵本 翔太(→26 双木 亜門) 7 浅津 知大

7 雨森 理亮(→40 加藤 恒平) 10 湯田 逸友(→13 大村 祐介)

11 坂本 一輝(→32 前岡 信吾) 11 松田 力

◆得点(アシスト)
立命大 27分 4 藤原 広太朗(10 藤田 浩平)
立命大 71分 8 淵本 翔太(11 坂本 一輝, 2 山田 樹)
立命大 80分 6 村上 巧(11 坂本 一輝)

同 大 ２－０ 姫獨大

■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

◇出場選手

同 大 姫獨大

21 大杉 崇仁 21 佐藤 優太

3 三浦 修 11 進藤 力信(→33 小野 雅史)

6 早坂 賢太 5 権代 貴之

19 野地 諒平 40 日向 翼

33 竹田 清恭 2 渡辺 圭祐

20 矢野 亮 6 武井 優(→36 小原 勇人)

57 村上 慎(→17 堤 隆裕) 22 中坂 勇貴

32 鈴木 凱土 35 伊藤 将大

7 東矢 尚仁(→18 山崎 裕平) 29 小西 将人

9 杉山 健太 17 廣利 昌輝(→37 友成 健悟)

15 石津 令門(→11 松田 純也) 9 河野 大星

◆得点(アシスト)

同 大 8分 15 石津 令門( 7 東矢 尚仁)

同 大 59分 17 堤 隆裕

前節共に黒星を喫した立命大とびわこ大との上位対決。スコアは

３－０。結果同様、内容でも圧倒したのは立命大だった。

フォーメーションを従来の４－３－３に戻した立命大。アンカー

を置き厚さが増した中盤を軸に、得意のパスサッカーを展開してい

く。すると２７分、左サイドからのセットプレーをＤＦ4,藤原広太

朗がヘッドで合わせ幸先よく先制。びわこ大はＦＷ11,松田力にボー

ルを集めるも、まわりの押し上げが乏しくなかなかいい形に持ち込

めず。1－０で前半を折り返す。

後半が開始するとびわこ大が積極的に前から仕掛ける。ハイプレ

スで立命大を揺さぶるものの、なかなかペースをつかむことはでき

ない。すると、前半は押さえ込まれていたＦＷ11,坂本一輝が徐々に

存在感を発揮していく。６４分に惜しいシュートを放つと、７１、

８０分と続けて味方のゴールをアシスト。得点は挙げられなかった

ものの、立命大のエースたる所以を見せつけた。

「びわこ大の攻撃に怖さは感じなかった」と立命大の藤田浩平主

将。びわこ大のシュートを３本に押さえ込む危なげない勝利で、前

節の敗北を完全に払拭した形だ。対するびわこ大は２試合連続の零

封負け。中２日で行われる桃山大戦に向けて、大きな不安を残す結

果となった。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

前節の京園大戦で引き分けなかなか勝ちきれない同大

と、はやくも４敗を喫し苦しい戦いを強いられている姫

獨大との試合。８分に早々と先制したのは同大。ＦＷ15,

石津令門がミドルレンジから放ったシュートは、ミート

しなかったもののＧＫの逆を突きゴール左隅に転がりこ

んだ。その後はボールを保持する同大に対し、姫獨大が

カウンターを繰り出すものの決定機は生み出せず。

後半に入ると姫獨大が同大ディフェンスを脅かす。

「パスを相手に引っ掛けてしまった」（同大・望月慎之

監督）と同大は攻撃に移行する途中のミスが多く、姫獨

大はそのミスを拾い、縦に早い攻撃を遂行。裏に抜け出

す機会を多々作り出したものの、ＤＦ6,早坂賢太が強靭

なフィジカルを武器に姫獨大の攻撃を 後のところで防

ぎきる。すると、５９分に同大が相手の一瞬の隙をつき

追加点を挙げ、大勢が決した。姫獨大はＦＷ17,廣利昌

輝が５本ものシュートを放つも、 後までゴールを割る

ことはできず。同大は初戦の大敗から徐々にチームの連

携も向上している。対する姫獨大は早く２勝目を奪い、

浮上のきっかけをつかみたい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

「満足できる試合内容。このままいい流れで関大戦に臨む」（立命大・藤田浩平主将）

「ポゼッションを高めることが攻守両面において大事になってくる」（びわこ大・望月聡監督）

「連戦で疲労は溜まっているが、チームの雰囲気は良くなっている」（同大・早坂賢太主将）

「惜しい線まではいっているが、 後が決め切れていない」（姫獨大・昌子力監督）



第89回関西学生サッカーリーグ
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年5月5日(木・祝) 前期 第6節

阪南大学ＶＳ関西学院大学

桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学

桃山大 １－０ 大体大

■5月5日(木・祝) 12:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 大体大

21 圍 謙太朗 31 姫野 昂志

30 草野 雄也 24 山口 幸太

28 朴 斗翼 3 菅原 渉

37 谷口 功 4 濱上 孝次

2 中嶋 亮 5 馬場 将大

18 須ノ又 諭 18 田上 勇輝(→28 藤山 宗徳)

15 面家 康生 16 松竹 貴大

14 山瀬 彰也 7 廣岡 太貴

38 道上 隼人 11 金 亨勲(→30 稲浦 貴紀)

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 6 山本 大稀

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 22 渡邉 悠介(→10 脇 睦)

◆得点(アシスト)

桃山大 31分 11 齋藤 達也(38 道上 隼人, 2 中嶋 亮)

阪南大 ２－１ 関学大

■5月5日(木・祝) 14:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 関学大

21 原田 直樹 1 上田 耕治

5 岩本 知幸 6 津田 真吾

4 永井 鷹也 3 井林 章

19 飯尾 竜太朗 5 桑野 裕士

3 二見 宏志 2 高松 功一

12 谷本 泰基(→11 泉澤 仁) 29 原口 祐次郎(→20 関 皓平)

6 今村 虹陽 11 熊木 翼

9 村山 拓哉(→22 工藤 光輝) 7 梶川 諒太

28 成田 恭輔(→27 阿部 勇治) 10 阿部 浩之

18 奥野 将平 14 中村 龍一郎(→ 9 浦島 彰洋)

13 河田 篤秀 17 三ノ宮 健介(→19 山内 一樹)

◆得点(アシスト)

阪南大 14分 13 河田 篤秀(19 飯尾 竜太朗)

関学大 17分 14 中村 龍一郎

阪南大 88分 18 奥野 将平(11 泉澤 仁)

ＧＷ連戦の３試合目、中３日の今節。桃山大は前節と同じ

１１人が、大体大は１０人がスタメンに名を連ねた。序盤か

ら右サイド、ＭＦ38,道上隼人のスピードを活かした桃山大が

ペースを握る。２１分、ＣＫからＤＦ28,朴斗翼のヘッドが右

ポストを叩く。２９分、守勢に立っていた大体大に試合 大

の絶好機。ＦＷ6,山本大稀のシュートはＧＫ21,圍謙太朗が足

でブロック。そのリバウンドからシュートを浴びたが、ＤＦ

が体を張って防ぐ。なんとかピンチを回避した桃山大は３１

分、道上のクロスからエースＦＷ11,齋藤達也が今季３点目を

頭で決めリードを奪う。

後半は、連戦の疲労に加え、強まる陽射しと気温上昇が選

手を苦しめる。大体大は５０分過ぎにセットプレーを絡めて

ペースを奪うが、シュートが精度を欠いてしまう。桃山大は

前節・近畿大戦（１－１）の終盤、守りに入った結果、同点

とされた反省から、あくまで２点目を狙いに行く。齋藤、Ｍ

Ｆ14,山瀬彰也、ＦＷ22,松本翼と惜しい場面を作り 後まで

運動量で大体大を上回り、試合を締めくくった。リーグ唯一

の無敗で２位の座を保った桃山大の楚輪博監督はサイドチェ

ンジの不足を口にしながらも、攻めの姿勢を失わなかった選

手を称えた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

試合が止まると頭に水をかける選手も多い。連戦の上、初

夏を思わすコンディションの中、２連勝で浮上中の阪南大が、

２勝３敗と波に乗れない関学大と対戦した。

キックオフから前への意識が強い阪南大が試合を支配する。

そして１４分、右サイドを突破したＤＦ19,飯尾竜太朗のクロ

スに１年生ＦＷ13,河田篤秀が高く跳び、ボールはファーポス

トへ沈んだ。だがこのリードもわずか３分間。１７分に直接

ＦＫを「練習済み」だった関学大ＦＷ14,中村龍一郎がスピー

ド、高さ、曲がり具合と完璧なキックでゴール左上スミに突

き刺し同点に。ペースを握るのは変わらず阪南大だが、残り

１０分には関学大がＭＦ29,原口祐次郎、10,阿部浩之のシュー

トで盛り返し勝負は後半へ。

５０分、河田のシュートが右ポストを叩き、ＭＦ12,谷本泰

基のＦＫから惜しい場面が続く阪南大。関学大は阿部を中央

に移し、２点目を狙う。７０分を過ぎ、ともに疲労の色は濃

くカウンター合戦の様相へ。どちらが点を取ってもおかしく

はない。そして阪南大は今季初出場のＦＷ11,泉澤仁からのラ

ストパスをＦＷ18,奥野将平がワンフェイクでＤＦをかわし貴

重な決勝点をゲット。関学大は連敗、阪南大はいよいよエン

ジン全開か。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

「（びわこ大戦は）テンションのいいヤツでやる。頑張れるなら今日のメンバーで、疲れているフリをするなら変えればいい」

(桃山大・楚輪博監督)

「姫獨大を見ていないので良く分からないが、ウチのサッカーをするしかない。時間もないし、疲労を回復させんとしょう

がない。ケガから復帰した者の切れが完璧じゃないが、やるしかない」(大体大・坂本康博総監督)

「近大は粘り強いチーム。桃山大に追いついて引き分けた試合なんて、近畿大のゲームだったし、疲労はあるが回復するし

かない」(阪南大・須佐徹太郎監督)

「この連休で結果が出ていないので、勝てるようにしたい。コンディションを高めるように準備していきたい」(関学大・井林章)



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 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

近畿大学ＶＳ京都学園大学

関西大学ＶＳ大阪産業大学

近畿大 ２－１ 京園大

■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

◇出場選手

近畿大 京園大

1 大西 勝俉 30 芹澤 賢人

3 桂田 光 71 吉田 潤矢

4 水谷 尚貴 5 池田 倫太朗

28 西浦 一志 4 朝比奈 魁人

5 清水 大輔 8 楠田 滝大

6 小田原 匡 52 村尾 将平(→21 村上 綾)

8 大北 啓介(→14 小川 和俊) 6 城内 龍也

30 小松 桂太(→10 藤本 憲明) 31 杉山 一貴

15 安田 潤二(→24 辻 倫太朗) 63 新井 祐輝

7 宮本 宗弥 45 上園 拓也(→80 重信 勇貴)

11 皿谷 圭史郎 10 角野 翔汰(→14 外山 岳)

◆得点(アシスト)

京園大 68分 5 池田 倫太朗( 6 城内 龍也)

近畿大 70分 11 皿谷 圭史郎

近畿大 79分 7 宮本 宗弥

関西大 ３－０ 大産大

■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

◇出場選手

関西大 大産大

1 金谷 和幸 51 神園 優

25 吉川 陽 34 満生 充

23 寺岡 真弘 3 門 大貴

4 小椋 剛(→27 藤原 賢土) 5 佐道 哲也

3 櫻内 渚(→ 8 瀬里 康和) 17 伊東 大志

7 岡崎 建哉 13 太田 悠人(→30 中山 仁斗)

21 和田 篤紀 7 清水 良平

13 海田 佳祐(→18 安藤 大介) 23 塩川 慎也

6 田中 裕人 6 江口 直生

19 中島 龍基 22 西岡 舜(→11 川西 誠)

24 原口 拓人 9 鍔田 有馬

◆得点(アシスト)

関西大 8分 13 海田 佳祐(21 和田 篤紀, 3 櫻内 渚)

関西大 41分 21 和田 篤紀(24 原口 拓人, 7 岡崎 建哉)

関西大 83分 23 寺岡 真弘

引き分けが多い両者の対戦。京園大は毎節ゴールを挙げ

ているが、その分失点が多い。先制点を奪っても、追いつ

かれ逆転に持ち込まれるケースも少なくない。だが、京園

大は攻守に渡り、徹底した戦いぶりを見せている。この試

合も近畿大のＦＷ7,宮本宗弥をマークし、シュートコース

を消して打たせなかった。それでも、相手のギアがかかっ

たら止められないのが現状。山下哲監督も「勝ち切る力が

まだ足りない。これからその戦い方を落とし込んでいく。」

と次への課題を口にした。

一方、前半は思うように戦えなかった近畿大。「勝たな

いといけないので、悔いを残したくない」（松井清隆監督）

と早い時間帯で交代カード３枚を使うと、前半よりもボー

ルが回るようになる。また、先制されたことにより闘争心

に火が付いた。先制点の２分後には、ＦＷ11,皿谷圭史郎が

豪快なミドルシュートを突き刺すと、逆転弾はキャプテン

宮本。ロングフィードを胸トラップで足元へ落とすと相手

ＤＦを振り切り、そのままゴールに吸い込まれた。その後

は失点を許さず、守りきった近畿大が２勝目を挙げた。

（文：フリーライター 久住 真穂）

首位を走る関西大を迎えるのは、前節、関学大相手に４－

１と初勝利を収めた大産大。勢いそのままに今節も戦いたかっ

たが、関西大相手にそうは上手くいかなかった。大産大は、

ＦＷ9,鍔田有馬が少し低めの位置でプレー。失点こそしたも

のの、１トップには２人がかりでマークし全体的に引くこと

により、相手を苦しめた。だが、攻撃面ではボールはほぼ関

西大が持っているため、中々チャンスが来ない。カウンター

で決定的な場面を作ったが関西大・ＧＫ1,金谷和幸に阻まれ

た。後半３０分も過ぎると疲れが見え始め、 後はセットプ

レーでやられてしまった。

早い時間帯で２点を奪った関西大。既に攻撃の核として欠

かせないルーキーＭＦ21,和田篤紀の活躍が光った。ＭＦ13,

海田佳祐のゴールをアシストし、自身のゴールも記録した。

だが、一筋縄でいかないのがサッカー。前半途中には先制点

を決めた海田が、また前半終了にはＣＢのＤＦ4,小椋剛が打

撲で交代。 初、右ＳＨで出場していたＭＦ19,中島龍基は左

ＳＨ、さらにはＳＢにまで下がり、大忙しだった。バタバタ

と選手が入れ替わり、苦しい時間帯を乗り切った終盤。ＦＫ

からＤＦ23,寺岡真弘が２試合連続弾を決め、何とか勝利を収

めた。

（文：フリーライター 久住 真穂）

「先制点は京園大の術中にはまったが、点を取られて選手たちは開き直れた」（近畿大・松井清隆監督

「後半の戦い方、特に得点、失点後、どう戦っていくかを徹底したい」（京園大・山下哲監督）

「次は上位対決。ポゼッション出来る立命大なので、互いにミスの付きあいになると思う」（関西大・ＤＦ3,櫻内渚）

「今日は低い位置から始めようとやってきたが、 後は攻め疲れしてしまった」（大産大・全俊信コーチ）



 

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７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




