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第89回関西学生サッカーリーグ
2011年6月11日(土)・12日(日) 前期 第9節

6月11日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ姫路獨協大学

共に３週間ぶりの公式戦となる両チーム。上位進出を

狙うためリーグ再開初戦での白星を狙う。

6月11日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

大阪産業大学ＶＳ京都学園大学

中々２勝目を奪えず苦しい戦いの続く大産大。前節

終了間際のゴールで白星を逃した京園大。今節白星

を掴むのは。

6月12日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

関西大学ＶＳ近畿大学

現在首位の関西大。今節も勝利を挙げ独走態勢となる

か。対して近畿大は前節７ゴールの大勝。今節もゴー

ルラッシュを狙う。

6月12日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

阪南大学ＶＳ桃山学院大学

関西選手権優勝の勢いそのままにリーグ８位から巻き

返しを狙う阪南大。対して桃山大は関西選手権の準決

勝でのリベンジを狙う。

6月12日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

立命館大学ＶＳ同志社大学

連敗でリーグ中断を迎えた立命大。対して連勝で中断

を迎えた同大。対照的な両チームだが再開後の初戦は

果たして。

6月12日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

関西学院大学ＶＳ大阪体育大学

現在リーグ１の得点を誇る関学大。今節も攻撃陣が力

を見せるか。大体大は関西選手権準優勝の勢いそのま

まにリーグでも好調を維持したい。

第８節結果

関西大 (21) 1-0 桃山大 (15) 阪南大 (11) 1-2 同 大 (17)

大産大 ( 3) 0-1 大体大 (15) 近畿大 (12) 7-0 姫獨大 ( 3)

びわこ大 (11) 2-2 京園大 ( 3) 立命大 (13) 0-2 関学大 (12)

＊( )内は勝点

阪南大 泉澤 仁

PHOTO：藤田望



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

関西大学ＶＳ桃山学院大学

阪南大学ＶＳ同志社大学

関西大 １－０ 桃山大

■5月14日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 桃山大

1 金谷 和幸 21 圍 謙太朗

25 吉川 陽 30 草野 雄也

27 藤原 賢土 28 朴 斗翼

23 寺岡 真弘(→ 5 前田 晃一) 37 谷口 功

3 櫻内 渚 2 中嶋 亮

6 田中 裕人 18 須ノ又 諭

21 和田 篤紀(→ 18 安藤 大介) 15 面家 康生

7 岡崎 建哉 14 山瀬 彰也(→22 松本 翼)

24 原口 拓人 38 道上 隼人

19 中島 龍基 36 中東 優治(→16 加藤 潤)

9 片岡 道則 11 齋藤 達也

◆得点(アシスト)

関西大 71分 25 吉川 陽

阪南大 １－２ 同 大

■5月14日(土) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 同 大

31 三井 直紀 21 大杉 崇仁

5 岩本 知幸 33 竹田 清恭

4 永井 鷹也 23 中城 諒

19 飯尾 竜太朗 19 野地 諒平

3 二見 宏志(→26 藤内 建太) 3 三浦 修

12 谷本 泰基 6 早坂 賢太

6 今村 虹陽 20 矢野 亮

27 阿部 勇治(→14 井上 翔太) 32 鈴木 凱土(→10 辻 智人)

11 泉澤 仁 7 東矢 尚仁

18 奥野 将平 9 杉山 健太(→ 8 杉山 和毅)

10 中村 雄大(→20 多木 理音) 11 松田 純也(→15 石津 令門)

◆得点(アシスト)

阪南大 15分 10 中村 雄大(11 泉澤 仁)

同 大 18分 9 杉山 健太

同 大 56分 オウンゴール

第８節のこの日、関西選手権のためにリーグは約１カ月中

断する。このタイミングで首位・関西大に勝ち点差３の２位・

桃山大が挑んだ。まず関西大がＭＦ24,原口拓人のドリブルシュー

トで口火を切ると、桃山大も出足のいいプレッシングで奪っ

て、ＭＦ18,須ノ又諭の惜しいシュートで盛り返すと、１１分

にはＦＷ11,齋藤達也が決定的なシュート。これは関西大ＧＫ

1,金谷和幸がビッグセーブ。ボールキープで上回るものの、

１トップの9,片岡道則にいいボールが入らない関西大を尻目

に、シンプルにクロスを入れ始めた桃山大は36,中東優治、齋

藤の２トップに訪れた絶好機を決め切れず、スコアレスのま

ま後半へ。

桃山大の攻撃的な姿勢がさらに強まっていく。関西大は

「孤立していた」（島岡健太監督）という１年ＭＦ21,和田篤

紀を交代させ２トップをタテに並べて先制を狙うが、チャン

スは６７分、桃山大・須ノ又に訪れる。だがここもＧＫ金谷

が関西大を救い、５分後の関西大ＳＢ25,吉川陽の先制弾を引

き出す。「チャレンジャーとして良く攻撃した」と選手を称

えたのは楚輪博監督。２位に勝ち点差４をつけ首位をキープ

した島岡監督は、「結果だけ」と勝っても表情は厳しいまま

だった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

３位同大と６位阪南大の対戦。連休中の４連戦を無敗

で乗り切った両チームだが、「メンバーを固定できてい

ない」（同大・望月慎之監督）、「悪い流れのとき４回

生が引っ張れていない」（阪南大・井上翔太主将）と、

ともに悩みを抱える。試合を動かしたのは阪南大。１５

分、ＭＦ11,泉澤仁のスルーパスで同大ＤＦラインと上

手く入れ替わったＦＷ10,中村雄大が冷静に決めた。こ

れでリズムをつかまなければいけない阪南大だが、リー

ドもつかの間、３分後ＤＦのイージーなファウルでＰＫ

を与えると、同大ＦＷ9,杉山健太に決められあっさり１

－１に。

同点となって以降、ともに中盤の段階でつなぎのミス

が多発する試合展開が後半に入っても続く。エースＭＦ

14,井上を送り込み、局面打開を狙う阪南大だが、５６

分にＧＫとＤＦの連係の悪さからオウンゴールで失点し、

自らのクビを締めてしまう。「去年は井手口クンが効い

ていた」（同大・早坂賢太）と阪南大は中盤でのディフェ

ンスの厳しさ不足がＤＦラインに負担をかけているよう

だ。終盤に期待の１年生大型ＦＷ20,多木理音を投入し

懸命に同点を狙ったが叶わず。前年王者・阪南大は順位

を８位に下げ、中断期間を迎えることになった。

（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
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年5月15日(日) 前期 第8節

近畿大学ＶＳ姫路獨協大学

大阪産業大学ＶＳ大阪体育大学

大産大 ０－１ 大体大

■5月15日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大産大 大体大

51 神園 優 31 姫野 昂志(→21 森廣 泰彦)

34 満生 充 24 山口 幸太

3 門 大貴 4 濱上 孝次

5 佐道 哲也 3 菅原 渉

17 伊東 大志 5 馬場 将大

7 清水 良平(→10 安 泰潤) 18 田上 勇輝

20 道旗 久雄(→28 松川 悟士) 16 松竹 貴大

6 江口 直生 20 山田 貴文(→ 7 廣岡 太貴)

23 塩川 慎也(→ 8 寺東 宏典) 11 金 亨勲

9 鍔田 有馬 6 山本 大稀

11 川西 誠 10 脇 睦(→22 渡邉 悠介)

◆得点(アシスト)

大体大 29分 20 山田 貴文

「シュートの一つ前のミスと決定力が全て」大産大・櫛引

実監督が嘆いたように、ゲームの主導権は前半の半ば過ぎか

らは大産大が握っていたといっていい。シュート数は大体大

９に対し、大産大は１４．特に後半は１０－２と大体大を圧

倒していた。それでいてまた１点に泣いた。関学大に勝った

際の４得点があるのに、これまで８試合で６得点ではベンチ

は苦しい。ゲームは前半風上でボールもよく回った大体大の

ペースで始まった。そして２９分に先制。ゴール前からのマ

イナスパスをＭＦ20,山田貴文が豪快なミドルをゴール左上

に突き刺した。この１点で大体大のペースになるかと思われ

たが、大体大ももう一つ冴えず逆にもたついた。「単調に攻

めてくる相手にウチが合わせてしまい自滅状態」（大体大・

坂本康博総監督）この状態は、後半風下になっていよいよ大

体大は窮地に立った。大産大に決定力が欠けていたこと。大

体大中盤の積極的で忠実なディフェンスとＤＦラインが 後

まで崩れなかったことが大体大に貴重な白星をもたらせた。

大産大は一朝にしてなるものではないが、個々の選手のモ

チベーションは低くはないし、対抗出来得るスキルも不満足

というわけでもない。決定力を磨くことが急務になる。

（文：関西学連）

近畿大が昨年の甲南大戦以来という７－０の大勝。Ｆ

Ｗ7,宮本宗弥のハットトリックというおマケつきで。大

差のゲームを生んだのは中盤の力の差。近畿大は宮本、

ＦＷ11,皿谷圭史郎、ＭＦ10,藤本憲明らが激しいポジショ

ンチェンジ、激しい動きで姫獨大の中盤を翻弄。加えて

両サイドから、あるいはＤＦラインからのロングフィー

ドで姫獨大のディフェンス網を切り裂いた。近畿大は前

半３３分にＦＷ11,皿谷が左サイドをドリブルで突破、

そのままゴール。その直後、ＦＷ11,皿谷が今度は右サ

イドを駆け上がり姫獨大ディフェンスを破って中央へク

ロス、宮本が決めた。

後半は開始直後に、さらに２分後に宮本が立て続けに

得点をマークして姫獨大を完全に突き放した。姫獨大も

決して戦意は喪失していなかったが、精神的打撃は大き

く一つ一つのプレーが遅れ、ミスも重なった。逆に近畿

大は攻守とも好回転して“天馬空を往く如し”の感で大

差のゲームに結びつけた。近畿大は宮本、藤本、皿谷ら

の攻撃陣、ボランチのＭＦ6,小田原匡、24,辻倫太郎ら

４年生が攻守の軸になり、ＤＦ5,清水大輔、ＭＦ19,青

山賢吾ら、またサブの１年生らが巧く噛み合って先行き

に楽しみを持たせた。

（文：関西学連）

近畿大 ７－０ 姫獨大

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

◇出場選手
近畿大 姫獨大
1 大西 勝俉 21 佐藤 優太
3 桂田 光 20 三代 真也(→11 進藤 力信)
4 水谷 尚貴 5 権代 貴之
5 清水 大輔 40 日向 翼
28 西浦 一志 2 渡辺 圭祐
6 小田原 匡 15 小林 克也(→30 田村 健太)
24 辻 倫太朗(→14 小川 和俊) 36 小原 勇人

(→33 後藤田 勝也) 35 伊藤 将大
19 青山 賢吾 29 小西 将人
10 藤本 憲明 9 河野 大星
7 宮本 宗弥(→ 9 田中 啓太) 17 廣利 昌輝(→37 友成 健悟)
11 皿谷 圭史郎

◆得点(アシスト)
近畿大 33分 11 皿谷 圭史郎
近畿大 35分 7 宮本 宗弥(11 皿谷 圭史郎)
近畿大 46分 7 宮本 宗弥(10 藤本 憲明)
近畿大 48分 7 宮本 宗弥(10 藤本 憲明)
近畿大 72分 5 清水 大輔(10 藤本 憲明)
近畿大 85分 11 皿谷 圭史郎( 9 田中 啓太)
近畿大 88分 28 西浦 一志(11 皿谷 圭史郎)



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

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都学園大学

立命館大学ＶＳ関西学院大学

立命大 ０－２ 関学大

■5月15日(日) 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 関学大

1 岸上 和樹 21 一森 純

2 山田 樹 19 山内 一樹

4 藤原 広太朗 5 桑野 裕士

25 武本 成将 3 井林 章

5 篠原 翔 6 津田 真吾

16 垣根 拓也(→20 宮本 徹) 20 関 皓平(→12 平川 直人)

6 村上 巧 11 熊木 翼

10 藤田 浩平 26 小幡 元輝(→15 加藤 龍平)

26 双木 亜門(→32 前岡 信吾) 7 梶川 諒太

8 淵本 翔太(→18 篠永 諒) 10 阿部 浩之

11 坂本 一輝 14 中村 龍一郎(→17 三ノ宮 健介)

◆得点(アシスト)

関学大 32分 10 阿部 浩之(20 関 皓平)

関学大 43分 10 阿部 浩之(14 中村 龍一郎)

試合終了直前、ドラマが起きた。ＦＫからシュートをクリ

アしたボールが、味方に当たりオウンゴール。その直後、無

情にも試合終了のホイッスルが鳴り響いた。互いに勝ち点１

を分けたが、追いついたびわこ大からは笑顔が溢れ、あと数

秒のところで初勝利を逃した京園大の選手たちはピッチに倒

れこんだ。

未勝利の京園大だが毎試合必ず点を取り、今節を含めると

３試合連続先制点。この試合２発のＦＷ10,角野翔汰がドリブ

ルでリズムを作り、ＦＷ21,村上綾が裏へ飛び出しびわこ大へ

襲い掛かった。ここまでＦＷ出場だった主将・上園拓也もチー

ム事情で急造ＣＢをそつなくこなした。「思うようなゲーム

運びは出来たが、結果を受け止めるしかない」（山下哲監督）

と勝利を確信したロスタイムの失点に肩を落とした。

びわこ大は「間延びして、セカンドボールを拾われてしまっ

た」（ＦＷ10,湯田逸友主将）と、どこか噛み合わない。枠内

に入るシュートも殆ど見られなかった。守備においてもＧＫ

のファンブルでゴールラインを割るなど、２失点を喫した。

それでも再三セットプレーの好機を作り、 後まであきらめ

なかったびわこ大。長いロスタイムに集中力を切らさずオウ

ンゴールを演出。 後の 後で勝ち点１を手にした。

（文：フリーライター 久住 真穂）

立命大、関学大にとって、互いに上位へ残る大

事な一戦。「もう勝つしかない崖っぷち。後悔し

ないよう戦うだけ」と関学大・ＤＦ5,桑野裕士主

将。関学大は試合に出ている顔ぶれは変わらない

が、選手間のポジションの入れ替わりが激しい。

前節ハットトリックのＦＷ 17,三ノ宮健介はベン

チスタート。代わりに 10,阿部浩之がＦＷでスタ

メン起用された。この采配が当たる。右サイドの

ＭＦ 20,関皓平からのセンタリングに反応し、中

央にいた阿部がＤＦの裏へ飛び出してＧＫと一対

一の場面で落ち着いて決め先制弾。追加点は、Ｄ

Ｆ２人とＧＫの間をすり抜ける阿部の技ありシュー

トで０―２。阿部が新たな境地を開拓した。また、

この日はＦＷだった山内一樹がＳＢとしてフル出

場。ＤＦラインも桑野、ＤＦ3,井林章、ＤＦ6,津

田真吾と経験ある３人が引っ張り、完封勝ちを収

めた。一方、立命大はＦＷ 11,坂本一輝が封じら

れ、前半シュート数わずか２本。前節の敗戦を引

きずっているかのように、ポゼッションでは上回

るが、「ボールを綺麗につなごうという意識が強

い」（立命大・仲井昇監督）と、勢いなく前半の

２点で逃げ切られ、関西選手権を目前に悔しい２

連敗となった。

（文：フリーライター 久住 真穂）

びわこ大 ２－２ 京園大

■5月15日(日) KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手

びわこ大 京園大

37 柴田 大地 30 芹澤 賢人

16 松田 陸 71 吉田 潤矢

15 但馬 優斗 5 池田 倫太朗

5 石橋 勇二 45 上園 拓也

30 中村 宏輝 43 吉良 将

27 加藤 大樹(→13 大村 祐介) 52 村尾 将平(→26 羽田野 勇志)

6 河村 大毅 6 城内 龍也(→67 豊永 翔也)

22 中井 蓮(→32 三輪 優平) 31 杉山 一貴

7 浅津 知大 63 新井 祐輝

10 湯田 逸友 21 村上 綾(→50 澤田 喜郎)

11 松田 力 10 角野 翔汰

◆得点(アシスト)

京園大 24分 10 角野 翔汰

びわこ大 42分 27 加藤 大樹( 6 河村 大毅)

京園大 55分 10 角野 翔汰

びわこ大 90＋3分 オウンゴール



上位３チームが出場！ 夏の大学サッカー日本一決定戦！！

～ご来場の皆様へ～
試合のメンバー表は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。

関西学生サッカー情報が満載！

試合結果な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

第８９回学生リーグプログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～



第８９回 関西学生サッカーリーグ再開！！

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！！

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

会員募集中！

■第９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
ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ 2011年6月4日(土) 決勝

阪南大学ＶＳ大阪体育大学

関西大学ＶＳ桃山学院大学
「ボールを置いた瞬間、頭が真っ白になった。」そ

う答えたのは、最後のキッカーを任された桃山大の主

将・ＭＦ18,須ノ又諭。総理大臣杯の残り１枠を賭け

た３位決定戦は延長でも決着が着かず、ＰＫ戦へとも

つれ込んだ。１本目は互いのＧＫが見せ場を作り、そ

の後は両者２本とも成功。だが４本目を関西大が外す

と、桃山大がきっちり５本目も決め、２００７年以来

の総理大臣杯出場の座を掴んだ。試合は、ほぼ関西大

が主導権を握っていた。後半開始早々、ＤＦ3,櫻内渚

のセンタリングに最後はＦＷ17,奥田勇太がボレーシュー

トで先制すると、守備に徹していた桃山大も６６分、

関大のＣＫを拾ったＭＦ15,面家康生のロングフィー

ドにＤＦ2,中嶋亮が頭で合わせ、同点弾。関大はスピー

ドあるＦＷ18,安藤大介を投入し、サイド攻撃に厚み

を出したが、前線へはパスが通らない。２試合連続延

長で疲れが見え始め、集中力を切らさない桃山大ＤＦ

陣相手に決定機を作り出せずＰＫ戦に。準決勝もＰＫ

で敗れた関西大にとっては嫌な流れとなったか、延長

前半で退場者を出した中で耐えた桃山大が熾烈な出場

権争いを制した。

(文：フリーライター 久住 真穂)

関西大 １－１ 桃山大
PK

３－４
■6月4日(土) 11:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
関西大桃山大
1 金谷 和幸 21 圍 謙太朗
2 都並 優太(→19 中島 龍基) 2 中嶋 亮
4 小椋 剛 28 朴 斗翼
23 寺岡 真弘 37 谷口 功
3 櫻内 渚 30 草野 雄也
7 岡崎 建哉 15 面家 康生
6 田中 裕人 18 須ノ又 諭
21 和田 篤紀 14 山瀬 彰也(→10 小倉 慎太郎)

(→40 染田 良輔)
28 大本 貴博(→18 安藤 大介) 38 道上 隼人
17 奥田 勇太 11 齋藤 達也
9 片岡 道則(→13 海田 佳祐) 16 加藤 潤(→36 中東 優治)

◆得点(アシスト)

関西大 46分 17 奥田 勇太

桃山大 66分 2 中嶋 亮(15 面家 康生)

阪南大 ３－１ 大体大

□6月4日(土) 14:05 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

阪南大大体大

1 土師 一将 31 姫野 昂志

35 朴 贊友 2 池永 航

4 永井 鷹也 4 濱上 孝次

19 飯尾 龍太朗 3 菅原 渉

26 藤内 建太 5 馬場 将大

5 岩本 知幸 8 松澤 憲伸

8 窪田 良 7 廣岡 太貴(→24 山口 幸太)

18 奥野 将平(→ 6 今村 虹陽) 20 山田 貴文(→10 脇 睦)

14 井上 翔太 18 田上 勇輝(→11 金 亨勲)

11 泉澤 仁(→20 多木 理音) 6 山本 大稀

10 中村 雄大(→16 本多 勇喜) 22 渡邉 悠介

◆得点(アシスト)

阪南大 18分 10 中村 雄大( 5 岩本 知幸,14 井上 翔太)

阪南大 42分 11 泉澤 仁

阪南大 68分 11 泉澤 仁( 6 今村 虹陽)

大体大 72分 8 松澤 憲伸

第４０回関西選手権決勝は昨季のリーグ王者・阪南大と１

部復帰した大体大の対戦。中断中のリーグでは８位と苦しむ

阪南大に対し、３位と健闘する大体大と対照的。第２節、直

接対戦でも２－０と大体大が勝利している。

スタートからペースを握り積極的にシュートを打ったのは

阪南大。１８分、ＭＦ5,岩本知幸のラストパスをＦＷ10,中

村雄大が左足で蹴り込んで先制する。その後も大体大を圧倒

し続けた阪南大に足りなかったのは追加点だけ。それも４２

分、ＭＦ11,泉澤仁がボックス内での鮮やかに３人をかわし

２点目を決めて解決。前半の大体大のシュートは０だ。

後半開始から一転、２点を追う大体大の時間が続く。シン

プルに相手ＤＦライン背後にボールを送り、両ＳＢも積極的

にオーバーラップを仕掛け、ＦＷ22,渡邉悠介の惜しいシュー

トなどで相手ゴールに迫るが得点は奪えない。すると６８分、

阪南大は交代出場のＭＦ6,今村虹陽のスルーパスから泉澤が

自身２点目を挙げ３点差とし勝利を引き寄せた。大体大はＭ

Ｆ8,松澤憲伸がＰＫを決め、その後も波状攻撃を浴びせたが、

阪南大はＧＫ1,土師一将、ＣＢ35,朴贊友、4,永井鷹也を中

心に粘り強く耐え、３年ぶり４度目の関西王者に輝いた。

（文：サッカーライター 貞永晃二）
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