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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年5月14日(土)・15日(日) 前期 第8節

第7節結果

関学大 (9) 7－1 京園大 (2)

同 大 (14) 1－0 大産大 (3)

姫獨大 (3) 1－4 大体大 (12)

阪南大 (11) 1－1 近畿大 (9)

桃山大 (15) 1－1 びわこ大 (10)

関西大 (18) 1－0 立命大 (13)

＊（ ）内は勝点
PHOTO:久住真穂

5月14日(土) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

関西大学ＶＳ桃山学院大学
現在首位の関西大と２位の桃山大。昨年のリー
グでは桃山大が２戦２勝。首位の座をかけた
注目の１戦。

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

阪南大学ＶＳ同志社大学
ＧＷはともに負けなしの阪南大と同大。今節
勝利を飾り関西選手権に臨みたい。

5月15日(日) 14:00 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

立命館大学ＶＳ関西学院大学
前節完封負けの立命大と７点を奪い快勝した
関学大の対戦。今節攻撃陣が活躍するのは現
在１２チーム最多の得点の立命大か前節の快
勝で勢いに乗る関学大か。

5月15日(日) 11:30 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都学園大学

ここ３試合勝利の無いびわこ大。対する京園
大も１部に昇格してから未だ勝ち星がない。
共に今節の勝利に懸ける想いは強い。

5月15日(日) 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

近畿大学ＶＳ姫路獨協大学
ＧＷの４連戦を無敗で終えた近畿大。姫獨大

から勝利を奪い上位進出を目指す。対する姫

獨大は第３節以来の２勝目が欲しい。

5月15日(日) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド
大阪産業大学ＶＳ大阪体育大学

苦しい戦いが続く大産大。今期２勝目を目指
す。大体大は今節勝利すれば他チームの結果
次第で２位まで浮上する。上位進出なるか。

関学大 三ノ宮健介



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

関西学院大学ＶＳ京都学園大学

同志社大学ＶＳ大阪産業大学

同 大 １－０ 大産大

■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

◇出場選手

同 大 大産大

1 安井 豪 51 神園 優

3 三浦 修 34 満生 充

6 早坂 賢太 3 門 大貴(→ 4 小川 翼)

19 野地 諒平 5 佐道 哲也

38 前澤 宏和(→33 竹田 清恭) 17 伊東 大志

20 矢野 亮 20 道旗 久雄(→13 太田 悠人)

17 堤 隆裕 7 清水 良平(→27 粱 真士)

8 杉山 和毅 6 江口 直生

7 東矢 尚仁 23 塩川 慎也

9 杉山 健太 9 鍔田 有馬

15 石津 令門(→11 松田 純也) 11 川西 誠

◆得点(アシスト)

同 大 69分 19 野地 諒平( 7 東矢 尚仁)

先制点を決めたのは京園大。開始早々、GKのクリアミ

スを右サイドで拾ったＭＦ52,村尾将平がドリブル突破、

最後はセンタリングをＭＦ31,杉山一貴が押し込み、早々

と先制点を奪う。だが、この後、予想もしない展開になっ

た。０－１からのまさかの７得点。関学大の攻撃陣が爆

発したのだ。「向かい風だったので、ＤＦラインを高く

した」（山下哲監督）京園大の作戦に、関学大の裏へ抜

ける攻撃が、うまくはまった。ＭＦ7,梶川諒太、ＭＦ10,

阿部浩之がＤＦの裏へパスを出しては、ＦＷ17,三ノ宮

健介が飛び出し、獲る。三ノ宮はハットトリック達成。

「この感触を忘れないようにしたい」と一気に得点ラン

キングトップに躍り出た。最後は、ルーキーＭＦ26,小

幡元輝が小柄ながらもスピードのあるドリブルで中へ切

り込むと、大きく振った球はゴールへ突き刺さり、ダメ

押しの７点目を決めた。京園大は終了間際、ようやくポ

ゼッションが出来始めたが、最後に得たＰＫのチャンス

はバーに当たる。山下監督は「前半で勝ち急いでしまっ

た。対策を見失った」と試合後、口にした。関学大は連

戦を最高の結果で締めくくれた。

（文：フリーライター 久住 真穂）

関学大 ７－１ 京園大

■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

◇出場選手
関学大 京園大
1 上田 耕治 30 芹澤 賢人
6 津田 真吾(→19 山内 一樹) 71 吉田 潤矢
3 井林 章 5 池田 倫太朗
5 桑野 裕士 4 朝比奈 魁人
2 高松 功一 8 楠田 滝大
12 平川 直人 52 村尾 将平
11 熊木 翼 6 城内 龍也
7 梶川 諒太(→28 浅香 健太郎) 31 杉山 一貴(→90 村上 博紀)
10 阿部 浩之 63 新井 祐輝(→14 外山 岳)
14 中村 龍一郎(→26 小幡 元輝) 45 上園 拓也
17 三ノ宮 健介 10 角野 翔汰(→21 村上 綾)

◆得点(アシスト)
京園大 4分 31 杉山 一貴(52 村尾 将平)
関学大 16分 17 三ノ宮 健介( 7 梶川 諒太)
関学大 22分 14 中村 龍一郎( 7 梶川 諒太)
関学大 30分 3 井林 章(11 熊木 翼, 7 梶川 諒太)
関学大 36分 17 三ノ宮 健介( 7 梶川 諒太)
関学大 60分 17 三ノ宮 健介(10 阿部 浩之)
関学大 69分 7 梶川 諒太(10 阿部 浩之)
関学大 78分 26 小幡 元輝(10 阿部 浩之)

「次は、立命大戦。前に前に、強い気持ちでプレーしたい」（関学大・三ノ宮健介）
「“やれる”という選手たちの思い込みが出てしまった」（京園大・山下哲監督）

「ここまでセットプレーでの得点がなかったので、大きな収穫」（同大・早坂賢太主将）
「大体大は大きい選手もいる。まずは連戦の疲れを取ってから、試合に臨みたい」（大産大・全信俊コーチ）

ＧＷの連戦でまだ負けなしの同大。大産大は、調子を上げられず

にいる。両チームの対戦成績は大産大が１部昇格してから、リーグ

戦では１分３敗と一度も勝っていない。

前半は互角の様相。第一試合の関学大ＤＦ5,桑野裕士と同じく、第

二試合もチーム事情でボランチが本職の主将がＣＢへコンバート。

ＣＢとしてスタメン２試合目のＤＦ6,早坂賢太を筆頭に、ＦＷ11,川

西誠やＦＷ9,鍔田有馬をシャットアウト。大産大の守備陣もコース

を抑え、シュートを打たせない。スコアレスで迎えた後半、距離の

あるFKを得た同大。「今年は選手同士で話し合って、セットプレー

の対策をしていた。狙い通り。」（早坂）と、ＭＦ7,東矢尚仁のＦ

Ｋに、上背のある早坂がニアでおとりになり、ファーに構えたＤＦ

19,野地諒平が頭で合わせ、豪快にネットを揺らした。大産大はＭＦ

7,清水良平がパスの出し手として攻撃に流動性を与えていたが、フィ

ニッシュの段階で噛み合わず。この対決は、またしても同大に軍配

が上がった。

「この連戦はあれだけメンバーも変わったのに、勝ち点１０重ね

られたことは納得。これから上位と当たるので厳しくなる」と同大・

望月慎之監督・早坂主将も互いに口を揃える。３勝１分と好成績を

残した同大が、３位に浮上した。

（文：フリーライター 久住 真穂）



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

阪南大学ＶＳ近畿大学

姫路獨協大学ＶＳ大阪体育大学

阪南大 １－１ 近畿大

■5月8日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 近畿大

21 原田 直樹 1 大西 勝俉

5 岩本 知幸 3 桂田 光(→ 2 橋村 卓郎)

4 永井 鷹也 4 水谷 尚貴

19 飯尾 竜太朗 28 西浦 一志

3 二見 宏志 5 清水 大輔

12 谷本 泰基 6 小田原 匡

15 香川 勇気 10 藤本 憲明(→20 山脇 揚平)

(→14 小川 和俊)

9 村山 拓哉(→14 井上 翔太) 24 辻 倫太朗

18 奥野 将平 8 大北 啓介

13 河田 篤秀(→27 阿部 勇治) 7 宮本 宗弥

10 中村 雄大(→11 泉澤 仁) 11 皿谷 圭史郎

◆得点(アシスト)

阪南大 21分 5 岩本 知幸(12 谷本 泰基)

近畿大 42分 10 藤本 憲明( 7 宮本 宗弥)

１０日間で４連戦の過密日程の中、阪南大は３連勝、近畿

大も２引分のあと勝利と、ともに好調同士の対戦。開始から

ラッシュしたのは近畿大。高い位置からプレスをかけて、テ

ンポのよいパス展開からファウルを誘い、両サイドからのＦ

Ｋでチャンスを作った。しかし、先制したのは阪南大だ。２

１分、左サイド、ＭＦ12,谷本泰基のＦＫをＤＦ5,岩本知幸が

ヘッドで合わせたのだ。その後一進一退でやや膠着した状況

が続いたが、４２分、近畿大はＦＷ7,宮本宗弥の落としから

ＭＦ10,藤本憲明が正確なシュートを決めて試合を振り出しに

戻す。

後半、隠しきれない疲労の中でも、可能な限りのハードワー

クで闘争心を見せ続ける両チーム。細かなミスで決定的なチャ

ンスはなかなか作れないが、阪南大はＭＦ14,井上翔太が今季

初出場を果たすなど、ともに３人の交代枠も使い切った総力

戦を繰り広げたが、守備陣の奮闘でともにゴールをこじ開け

られずタイムアップ。連戦続きで、選手に身体のキレを期待

してはいけない試合だったが、その中でも懸命にボールを追

い、ともにファイトした好ゲームだっただけに、審判団の判

定の不明瞭さのために時折殺伐とした雰囲気になってしまっ

たのが残念だった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

姫獨大 １－４ 大体大

■5月8日(日) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
姫獨大 大体大

21 佐藤 優太 1 松本 智広
2 渡辺 圭祐 12 皆口 裕司
40 日向 翼 3 菅原 渉
33 小野 雅史(→20 三代 真也) 4 濱上 孝次
5 権代 貴之 5 馬場 将大(→ 2 池永 航)
36 小原 勇人 24 山口 幸太(→22 渡邉 悠介)
22 中坂 勇貴 16 松竹 貴大
35 伊藤 将大 20 山田 貴文
37 友成 健悟(→28 尾花 和真) 18 田上 勇輝
17 廣利 昌輝(→15 小林 克也) 6 山本 大稀
29 小西 将人 10 脇 睦(→29 田中 裕基)

◆得点(アシスト)
大体大 3分 10 脇 睦(12 皆口 裕司)
大体大 26分 18 田上 勇輝( 6 山本 大稀)
大体大 37分 24 山口 幸太( 6 山本 大稀)
姫獨大 39分 37 友成 健悟(36 小原 勇人)
大体大 63分 10 脇 睦(20 山田 貴文)

「近大は１人１人が上手いでしょう。頑張るし。ウチは入りに注意したい」(姫獨大・昌子力監督)
「ディフェンスがまだまだダメ。大産大はしぶとく頑張るチームだと思う」(大体大・坂本康博総監督)

「（同大は）三浦のオーバーラップ、早坂のボールさばきくらいしか、よくわからない」(阪南大・須佐徹太郎監督)
「姫獨大・昌子監督は粘り強くリトリートしてカウンターアタックでくるから・・・」(近畿大・松井清隆監督)

ＧＷ連休中のハードな日程もようやく最後の節、１部昇格を果たし

た両チームの対戦である。ともにここまで昨季の上位チームとの対戦

が続いたが、昨季の王者、阪南大に土をつけながらも１勝５敗と苦し

む姫獨大に対して、大体大は３勝３敗と五分の星、しかも敗戦はすべ

て同じ０－１のスコアと堂々としたものだ。

「入り（の悪さ）がすべて」という姫獨大・昌子力監督の言葉通り、

開始わずか３分のＦＷ10,脇睦のゴールで流れを引き寄せた大体大が

終始試合を支配した。劣勢に立った姫獨大にとって痛恨だったのは１

３分、ＭＦ22,中坂勇貴が２枚目の警告で退場し、１０人での戦いへ

と追い込まれたこと。大体大はＦＷ6,山本大稀のアシストから26分に

ＭＦ18,田上勇輝が、37分にもＭＦ24,山口幸太が連続ゴールでリード

を３点に広げた。

追いかける姫獨大は、前半終盤の３９分、ＭＦ37,友成健悟が落ち

着いて決め、後半の追撃が期待された。その通りに後半は選手の動き

出しも素早くなり、ルーズボールを拾って、相手陣に攻め込む回数も

増えたが、試合のペースは大体大のもの。６３分、大体大は脇がこの

日２点目を決めることで姫獨大の息の根を止めた。監督師弟対決は

「師」の貫禄勝ちに終わった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）



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

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大学ＶＳ立命館大学

桃山大 １－１ びわこ大

■5月8日(日) 11:30 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

◇出場選手

桃山大 びわこ大

21 圍 謙太朗 37 柴田 大地

30 草野 雄也 16 松田 陸

28 朴 斗翼 5 石橋 勇二

37 谷口 功 15 但馬 優斗

2 中嶋 亮 29 中村 謙吾

18 須ノ又 諭(→13 葛城 遼) 22 中井 蓮

15 面家 康生 6 河村 大毅

14 山瀬 彰也 27 加藤 大樹

38 道上 隼人 30 中村 宏輝

36 中東 優治(→16 加藤 潤) 10 湯田 逸友

11 齋藤 達也(→22 松本 翼) 11 松田 力(→13 大村 祐介)

◆得点(アシスト)

桃山大 14分 38 道上 隼人(14 山瀬 彰也)

びわこ大 57分 6 河村 大毅

関西大 １－０ 立命大

■5月8日(日) 14:00 KICK OFF

於：皇子山総合運動公園陸上競技場

◇出場選手

関西大 立命大

1 金谷 和幸 1 岸上 和樹

25 吉川 陽 2 山田 樹

27 藤原 賢土 4 藤原 広太朗

23 寺岡 真弘 25 武本 成将

3 櫻内 渚 5 篠原 翔

6 田中 裕人 6 村上 巧

21 和田 篤紀(→15 稲森 睦) 16 垣根 拓也

7 岡崎 建哉 10 藤田 浩平

24 原口 拓人(→18 安藤 大介) 18 篠永 諒(→26 双木 亜門)

19 中島 龍基 11 坂本 一輝(→32 前岡 信吾)

9 片岡 道則(→ 8 瀬里 康和) 8 淵本 翔太

◆得点(アシスト)

関西大 61分 7 岡崎 建哉

ゴールデンウィーク１０日間で４試合。ハードスケジュー

ルの中、いかに選手のモチベーションを持続できるかが、今

節の各校の大きな課題だったろう。その意味では、桃山大は

早々と先制し、その後も多くの得点チャンスを持ちながら、

追加点がどうしても取れず、逆に後半はびわこ大の反撃を許

して同点引き分けにしてしまったのは悔やまれるだろう。桃

山大は出だしから持ち味の両サイドＭＦ14,山瀬彰也、38,道

上隼人からのチャンスメイクは相変わらず冴えた。先制もこ

の二人が演出し決めたもの。右サイドに移動していた山瀬が

シュート、びわこ大ＧＫ37,柴田大地のはじいたボールをゴー

ル中央から道上が決めた。びわこ大がその後も続いた桃山大

の猛攻に耐えられたのは、守りに重点を置き厳しいマークと

潰しが徹底していたからだ。

びわこ大はＭＦ7,浅津知大（出場停止）を欠いたことが大

きかった。10,湯田逸友をボランチに下げことで守りの厚さは

増したが、その分、攻めのバリエーションは手薄になり、カ

ウンターに頼らざるを得なかった。同点はＭＦ6,河村大毅の

ＦＫが生んだものだが、良く守り、わずかなスキを突き得点

を狙う戦法が決まったびわこ大だった。

（文：関西学連）

日程の厳しさはどこでも同じ条件だが、ちょっとしたミス

や齟齬がゲームに出るのは仕方のないことなのか。トップク

ラスのスキルと戦術を持っている両チームだが、スムーズに

攻防のスタートが切れても狂いが、ミスが出る。見た目は激

しい攻防だが、実は内容を伴わない単なる仕掛けあい。「どっ

ちかが攻めたり、守ったりしているだけ」と関西大・島岡監

督が嘆いたが、立命大・仲井監督も同じもどかしさを抱えな

がらゲームの推移を睨んでいたのではないか。中盤のポゼッ

ションでは関西大がやや優位に立っている展開だったが、ゴー

ル前まで続かなかった。そんな攻防の中でゲームが動いたの

は、６１分、関西大が左４５度からのＦＫをＭＦ7,岡崎建哉

が決めた。これも立命大には不運だった。ＤＦの体にわずか

に触れてコースが変わったものだった。この１点がしかし、

その後の試合の展開を大きく変えることはなかった。関西大

はＦＷ9,片岡道則が交代した後もワントップ戦術は変えよう

とはしなかったし、立命大は中盤の厚さをゴールに結び付け

ようと果敢に攻めを繰り返したが、以後両チームにゴールは

生まれることはなかった。そして残ったのは関西大が貴重な

勝ち点３を得て首位を堅持、立命大は惜敗で順位を後退した、

事実だけだった。

（文：関西学連）

「前半が全て。点は取れる時は取っておかないと。相手がどこでもやりきることをやりきることが大事だ」(桃山大・楚輪博監督)
「前半をガマンできれば、後半に勝負できたが。両サイドに１年生を使ったがメンバーがいないから」(びわこ大・松田保総監督)

「試合内容はともかく勝ち点３は大きい。しかし目指すサッカーは時間がかかる。でも育てていかないと」(関西大・島岡健太監督)
「関西大のプレスが強くＤＦラインからのパスが制限されてしまった。この負けは厳しい」(立命大・仲井昇監督)



 

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８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

～第40回関西学生サッカー選手権大会～

5月8日～開幕。1部リーグは5月21日（土）3回戦から参戦！

上位3チームが7月の総理大臣杯に関西代表として出場。

熱い戦いが期待されます！

※日程詳細は別紙をご覧ください。




