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第41回関西学生サッカー選手権大会
2012年5月30日(水) 準決勝

2012年5月31日(木) 5位6位決定戦

準々決勝結果
阪南大 ４－１ 同 大
大経大 １－４ びわこ大
関学大 ２－３ 関西大
姫獨大 ０－０ 大体大

PK
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大経大イレブン

関学大イレブン

同大イレブン

姫獨大イレブン



第41回関西学生サッカー選手権大会
2012年5月27日(日) 準々決勝 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

阪南大学ＶＳ同志社大学

大阪経済大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

リーグ戦では阪南大が４－０で同大に完勝したこの

一戦は、試合序盤から阪南大が攻めたてる。６分、Ｆ

Ｗ23,小池恭一の落としからＦＷ11,泉澤仁が惜しいシュー

トを放つとその４分後、ロングフィードを受けた小池

がＤＦを振り切りＧＫの股を抜く豪快なシュートで先

制。しかし、その後もＭＦ10,神門拓弥の鋭い突破な

どから得点を狙う阪南大だが、追加点は奪えず。する

と３９分、同大がワンチャンスをものにする。右サイ

ドからのＦＫをＤＦ4,野地諒平が豪快にヘッドで合わ

せ同点。１－１で前半を折り返す。

後半、試合を動かしたのは阪南大だった。神門が強

引なドリブルでペナルティーエリアに侵入しクロスを

上げると、小池が無人のゴールに流し込みこの日２点

目。その３分後にはＭＦ12,谷本泰基が鮮やかなミド

ルシュートを決め３－１。その後も泉澤が追加点を挙

げた阪南大が４－１で勝利し、昨年の選手権覇者が大

勝で全国への出場権を手にした。対して同大は５、６

位決定戦までの短い期間で課題である守備の再構築を

図り、２年ぶりの総理大臣杯への出場を果たしたい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

大経大 １－４ びわこ大

■5月27日(日) 13:30 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

大経大 びわこ大

51 田島 昇太 1 柴田 大地

34 齋藤 真央(→ 9 宮田 健作) 5 松田 陸

24 奥村 慶之 4 石間 寛人

10 砂川 凌太郎 15 小川 純平

16 中川 圭右 3 端山 亮平

23 住田 昌樹 22 加藤 大樹(→10 竹内 一貴)

4 坪井 啓悟 11 三橋 拓也

14 岩井 竜平(→17 藤野 友貴) 16 中村 謙吾

26 宮武 豊 18 矢澤 貴文(→25 田邉 政典)

3 紀田 宰 6 河村 大毅(→39 谷尾 駿)

5 山村 健太郎(→ 2 森下 智文) 17 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 2分 17 松田 力(22 加藤 大樹)

びわこ大 39分 6 河村 大毅

大経大 61分 9 宮田 健作(17 藤野 友貴)

びわこ大 62分 17 松田 力( 6 河村 大毅)

びわこ大 80分 17 松田 力(10 竹内 一貴)

強豪桃山大を撃破し勢いに乗る２部の大経大と大量得

点で勝ち進んできたびわこ大の一戦は、びわこ大が１部

のプライドを見せつけた。試合開始早々の２分、右サイ

ドからの折り返しをＦＷ17,松田力が落ち着いて合わせ

早々と先制する。さらに１０分、強引に中央突破を試み

たＦＷ6,河村大毅がファールを誘いＰＫを得ると、自ら

決めて２－０。大経大を突き放しにかかる。大経大は細

かいパス回しでポゼッションを握り得点を奪いにかかる

も、なかなかフィニッシュまで持ち込めず、前半の放っ

たシュートはわずか１本。びわこ大が２点をリードして

前半を折り返す。

後半最初にゴールを決めたのは劣勢の大経大だった。

ＭＦ17,藤野友貴のクロスをＦＷ9,宮田健作がヘッドで

叩き込み１点差に。ハーフタイムに投入された２人がさっ

そく結果を残し、大経大が反撃の狼煙を上げたかに思わ

れた。しかし、そのわずか１分後にびわこ大の松田力が

この日２点目を決め大経大の反撃ムードを一気に沈静化

させる。さらに８０分、またしても松田力が決めハット

トリックを達成し４－１。「寄せが早く、決めるとこは

決める。さすが１部のチーム」（大経大・砂川凌太郎主

将）と大経大に１部の意地を見せつけたびわこ大が悲願

の総理大臣杯初出場を決めた。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

阪南大 ４－１ 同 大

■5月27日(日) 11:01 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
阪南大 同 大

21 原田 直樹 21 大杉 崇仁

19 飯尾 竜太朗 26 平田 雄己(→46 井上 雄貴)

35 朴 賛友 42 乳井 大

6 本多 勇喜 4 野地 諒平

3 二見 宏志 2 曽根 賢太郎

12 谷本 泰基(→26 堀 滉二郎) 18 佐藤 匠(→43 高塚 直行)

37 田辺 翼(→ 8 窪田 良) 8 矢野 亮

10 神門 拓弥(→18 奥野 将平) 22 中城 諒(→20 宮本 龍)

9 可児 壮隆 6 村上 慎

11 泉澤 仁 10 石津 令門

23 小池 恭一 7 山崎 裕平

◆得点(アシスト)
阪南大 10分 23 小池 恭一(35 朴 賛友)

同 大 39分 4 野地 諒平( 7 山崎 裕平)

阪南大 71分 23 小池 恭一(10 神門 拓弥)

阪南大 74分 12 谷本 泰基

阪南大 83分 11 泉澤 仁( 3 二見 宏志, 9 可児 壮隆)



第41回関西学生サッカー選手権大会
2012年5月27日(日) 準々決勝 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

姫路獨協大学ＶＳ大阪体育大学

関西学院大学ＶＳ関西大学

姫獨大 ０－０ 大体大
PK

１－４

■5月27日(日) 13:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

姫獨大 大体大

1 重富 大輔 21 森廣 泰彦

16 五百川 雄太 14 池永 航

22 中坂 勇貴 4 濱上 孝次

3 鸙野 拓人 12 坂本 修佑

43 山根 拓巳 5 馬場 将大

36 小原 勇人 6 山本 大稀

30 田村 健太 7 國吉 祐介(→23 井上 航)

28 尾花 和真(→37 友成 健悟) 8 山田 貴文(→19 脇 睦)

6 武井 優 11 田上 勇輝

29 小西 将人 9 伊佐 耕平(→26 永冨 誠也)

23 上野 佑輔(→13 川勝 康平) 10 澤上 竜二

２年連続で総理大臣杯出場を狙う大体大と、１部の

近畿大を破って準々決勝へ進出した２部の姫獨大の一

戦。

４回戦で大院大相手に６得点を挙げた大体大だが、

今日は姫獨大の守備に苦しんだ。パスミスが目立つな

ど、中盤でうまくボールを回せず攻めきれない。ＦＷ

10,澤上竜二やＦＷ9,伊佐耕平を中心にゴールへ迫る

が、枠を捉えきれない。対する姫獨大は前線から守備

を仕掛け、ボールを奪いにいく。ミドルシュートを積

極的に放つもゴールに結びつかない。両者ともに決定

機を決め切れず、試合は延長戦へ。大体大は伊佐がシュー

トを放つもＧＫ正面へ。姫獨大もＤＦ22，中坂勇貴が

ＣＫに飛び込むもわずかにそれる。

そのまま延長戦でも決着がつかず、試合はＰＫ戦へ

突入。「ＰＫには自信があった」と大体大ＤＦ4,濱上

孝次。その言葉通り、大体大は全員がきっちりとゴー

ルを挙げた。一方の姫獨大はキッカーが２人続けて失

敗し、敗北。準決勝進出とはならなかった。ＰＫ戦ま

でもつれこんだ戦いを制した大体大は、３年連続で総

理大臣杯の出場権を獲得。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関西選手権準々決勝。総理大臣杯出場権の獲得をかけ、

関西大と関学大が激突した。

試合が動いたのは開始２分。ＭＦ7,岡崎建哉のＣＫが直

接ゴールへ吸い込まれ、関西大が幸先良く先制する。関西

大はその後も得意のパスワークで流れを引き寄せると、関

学大ゴールへ積極的に迫っていく。前半４２分には右サイ

ドを突破したＤＦ2,内田恭兵のパスをＦＷ20，海田佳祐が

冷静に流し込み２点目。直後の４５分にもＤＦ23,寺岡真

弘のゴールで３点目を奪い、前半だけで試合を３－０とす

る。

一方の関学大は、前半放ったシュートは１本と関西大に

ペースを握られたが、後半反撃をしかける。５９分、ＦＷ

26,小林成豪のパスを受けたＭＦ9,浅香健太郎がゴール右

隅へ突き刺し、まずは１点を返すと６３分。今度は小林が

ドリブルで中央を突破し、関西大の守備陣を振り切ってゴー

ル。試合を３－２とする。

１点差に迫られた関西大だが、終始攻撃の姿勢を崩さな

かった。追加点こそ奪えなかったものの1点リードを守り

切り、試合は３－２で終了。昨年、あと一歩のところで逃

した総理大臣杯出場権を獲得し、準決勝へ駒を進めた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関学大 ２－３ 関西大

■5月27日(日) 11:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
関学大 関西大
1 横江 諒 1 金谷 和幸
16 福森 直也 3 都並 優太
3 井林 章 23 寺岡 真弘
5 岡﨑 太一 4 小椋 剛
14 加藤 龍平 2 内田 恭兵
33 原口 祐次郎 7 岡崎 建哉
32 星野 吉信 6 田中 裕人
9 浅香 健太郎(→20 小幡 元輝) 8 和田 篤紀(→10 安藤 大介)
18 関 皓平(→37 森岡 大貴) 17 奥田 勇太
26 小林 成豪(→23 泉 宗太郎) 20 海田 佳祐
10 山内 一樹 24 水野 旭(→ 5 稲森 睦)

◆得点(アシスト)
関西大 2分 7 岡崎 建哉
関西大 42分 20 海田 佳祐( 2 内田 恭兵)
関西大 45分 23 寺岡 真弘( 7 岡崎 建哉)
関学大 59分 9 浅香 健太郎(26 小林 成豪)
関学大 63分 26 小林 成豪



関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。



関西学生サッカーファンクラブ

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。
〒541-0059 大阪市中央区博労町1丁目4-10 博労町エステートビル601

「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 06-6268-640 0 ま で

会員募集中！

関西学生サッカー情報が満載！

試合結果が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

大会プログラム好評発売中！！

第４１回 関西学生サッカー選手権大会

決勝戦はＴＶ放送！！～ＮＨＫ Ｅテレにて決勝戦当日（６月２日）１４時より生放送～

★ 最終日の会場ではステキな企画～決勝戦勝敗予想～★

最終日はぜひ会場にて決勝戦の勝敗を予想してください。

見事、予想が当たった方には（株）マンダム提供のステキなプレゼントをご用意しています !(^-^)!

第３６回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

～第４１回 関西学生サッカー選手権大会上位６校が出場～

【大会日程】

1回戦 7月8日（日）／2回戦 7月10日（火）／準々決勝 7月12日（木）

準決勝 7月14日（土）／決勝 7月16日（月・祝）

※組み合わせの詳細（会場・時間・対戦等）は、出場全32チーム決定後の6月11日リリース予定

【出場校】

北海道 ※6月3日に決定

東北 第1代表：仙台大学（3年連続28回目）・第2代表：富士大学（8年ぶり2回目）

北信越 第1代表：北陸大学（3年ぶり2回目）・第2代表：新潟医療福祉大学（初出場）

東海 第1代表：東海学園大学（3年ぶり2回目）・第2代表：中京大学（3年連続21回目）

関東 第１代表～第８代表 ※６月１０日に決定

第3代表：静岡大学（17年ぶり9回目）・第4代表：岐阜経済大学（初出場）

関西 関西大学（3年ぶり13回目）、大阪体育大学（3年連続18回目）、阪南大学（2年連続10回目）

びわこ成蹊スポーツ大学（初出場）

※上記4校の出場枠（第1代表～第4代表）は6月2日に決定

※第5位、第6位代表は5月31日に決定

中国 第1代表：環太平洋大学（2年ぶり2回目）・第2代表：広島修道大学（5年ぶり2回目）

四国 第1代表：高知大学（12年連続22回目）・第2代表：愛媛大学（21年ぶり8回目）

九州 福岡大学（4年連続29回目）・日本経済大学（初出場）・福岡教育大学（10年ぶり6回目）

鹿屋体育大学（2年ぶり9回目） ※上記4校の出場枠（第1代表～第4代表）は6月2日に決定

～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。


