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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月10日(土) 後期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大学ＶＳ関西大学

インカレ出場の座が欲しいびわこ大。関学大に逆転負

け、阪南大に後半一蹴されて２連敗の大院大。ともに白

星が欲しい両校。激しい攻防は僅差のドローゲームになっ

た。先制したのはびわこ大。パワーを全面に出して大院

大を圧倒して、６分、速い展開からMF10,竹内、MF33,山

本とつながって先制点になった。このあたり、びわこ大

の速さと鋭さに、大院大は中盤の対応がずれてＤＦライ

ンの頑張りでピンチをしのぐ苦しいゲーム内容だった。

びわこ大のパスに精度を欠いたのと、シュートに正確さ

がなかったのが、大院大には幸いだった。押され気味の

中から、大院大は３５分に追いついた。ペナルティエリ

ア左角の混戦からこぼれたボールを、MF7,望月が巧くFW

129,當瀬につないで決めた。

同点になってゲームは膠着した。びわこ大はエースFW1

7,松田力を生かす組み立てを展開し、大院大はDF5,大西

を軸に常にびわこ大・松田力には複数のマークをつけて

完封を期し、攻めではスキあらば、と得点チャンスを狙っ

た。しかし、びわこ大も松田力を生かし切れず、また大

院大も後半40分過ぎからの猛攻で、びわこ大ＤＦを追い

込んだが、ゴールマウスをこじ開けるまでに至らず引き

分けゲームになった。

（文：関西学連）

阪南大 ２－３ 関西大

■11月10日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

阪南大 関西大

21 原田 直樹 1 金谷 和幸

2 藤内 建太 14 保井 隆志

4 永井 鷹也 23 寺岡 真弘

6 本多 勇喜 4 小椋 剛

3 二見 宏志 2 内田 恭兵

12 谷本 泰基 6 田中 裕人(→28 藤原 賢土)

29 阿部 勇治(→35 朴 賛友) 5 稲森 睦

9 可児 壮隆 8 和田 篤紀

10 神門 拓弥(→13 河田 篤秀) 7 岡崎 建哉

11 泉澤 仁 19 木村 一貴(→10 安藤 大介)

23 小池 恭一(→22 工藤 光輝) 21 篠原 宏仁(→17 奥田 勇太)

◆得点(アシスト)

阪南大 9分 11 泉澤 仁( 9 可児 壮隆)

関西大 15分 21 篠原 宏仁( 2 内田 恭兵)

関西大 16分 7 岡崎 建哉( 2 内田 恭兵)

関西大 27分 7 岡崎 建哉

阪南大 90＋2分 35 朴 賛友( 9 可児 壮隆)

関西大が前節の桃山大に続いて阪南大に勝って優勝争い

に顔を出してきた。関西大が阪南大に勝ったのは１部１０

チーム時代の２００７年度の秋以来のこと。貴重な白星だっ

た。この日の関西大は、これまでのゲームの運び方とはま

るで違った素晴らしい攻めを見せた。阪南大に９分に先制

されたが、関西大の逆襲は素晴らしかった。これまでの関

西大は個人技を軸に中盤を制しながら、ゴール前に直結す

る鋭さを欠く歯がゆさがあったが、この日はまるで違った。

大きく左右サイドも使いながらもタテへの鋭さも交えて阪

南大ＤＦを揺さぶった。なにより勝負が速かった。同点打

は右サイドバックDF2,内田の突進から、クロスを受けたFW

21,篠原が決めた。いつもの関西大は、ここで間が出来る

のだが、それがなかったために阪南大ＤＦの対応が遅れた。

２点目も左から大きく右サイドに展開したボールを2,内田

がFW7,岡崎につないで決めたもの。さらにダメ押し点となっ

た３点目のＰＫも、ゴール前での速さに対応しきれなかっ

た阪南大ＤＦのファウルから生まれた。

関西大の３点は１５分、１６分、２７分とわずか１２分

間、速攻と呼ぶにふさわしい。以後は両校とも持ち味を生

かした攻防で得点こそなかったが内容の濃いゲームになっ

た。阪南大はアディショナルタイムでの反撃で僅差のゲー

ムにした。

（文：関西学連）

びわこ大 １－１ 大院大

■11月10日(土) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

びわこ大 大院大

1 柴田 大地 1 太田 岳志

5 松田 陸 25 富永 成文

4 石間 寛人 4 久保 卓哉

2 井村 昌彦 5 大西 泰裕

3 端山 亮平 20 日髙 大地

12 三輪 優平(→19 星 克弥) 6 柿木 亮介

16 中村 謙吾 9 吉田 実成都

17 松田 力 22 山千代 大斗

33 山本 泰平(→18 矢澤 貴文) 7 望月 聖矢

10 竹内 一貴(→ 7 杉山 雄亮) 87 脇 裕基(→33 西田 康貴)

6 河村 大毅 129 當瀬 泰祐(→10 神田 圭介)

◆得点(アシスト)

びわこ大 6分 33 山本 泰平(10 竹内 一貴)

大院大 35分 129 當瀬 泰祐( 7 望月 聖矢)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月10日(土) 後期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学

大阪産業大学ＶＳ近畿大学

桃山大 ０－０ 大体大

■11月10日(土) 14:00 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 1 姫野 昂志

30 草野 雄也 3 菅原 渉

2 朴 斗翼 12 坂本 修佑

3 谷口 功 4 濱上 孝次

4 宮崎 舟 5 馬場 将大

15 面家 康生 2 山口 幸太(→35 坂口 豪)

20 菅原 鉄平 14 池永 航

14 畑中 章吾(→10 寺田 舜司) 8 山田 貴文(→11 田上 勇輝)

17 海老名 翔太(→ 6 中田 寛人) 10 澤上 竜二

9 中東 優治 6 山本 大稀

7 道上 隼人(→22 松本 翼) 9 伊佐 耕平

◆得点(アシスト)

試合終了のホイッスルと共に両チームの選手は悔しさ

のあまり声を挙げた。この光景が物語る通り桃山大と大

体大の一戦はどちらにとっても不完全燃焼なものとなっ

た。

３連敗で入れ替え戦圏内まで順位を下げた大体大は前

線のテコ入れにFW10,澤上を左サイドで起用。いつもと違っ

た布陣で試合に挑む。するとこの采配が功を奏したか、

ダイナミックなプレーで立て続けにゴールに迫る幸先の

良いスタートを切る。一方前節関西大に敗れ、指揮官が

「もう貯金がなくなった」と語る２位の桃山大は序盤こ

そバタつく場面もみられたが、次第に主導権を握り始め

る。しかし、４５分にMF15,面家が２枚目のイエローで退

場。一人少ない状態で残り４５分の戦い強いられる。

後半、やはり優位に立ったのは大きなアドバンテージ

を持つ大体大。澤上を中心に幾度となく桃山大ゴールを

脅かす。６６分にはＦＫの混戦からDF12,坂本が押し込む

も桃山大GK21,圍が驚異的な反応をみせてセーブ。その後

もリーグ最少失点を誇る桃山大の堅守を崩すことは出来

ず、試合は終了。

試合後「決定機をモノにできず情けない」と試合を振

り返った大体大・坂本総監督。一方桃山大・楚輪監督も

「勝たなければならない試合」と唇を噛んだ。

（文：フリーランス 長谷川 顕三）

是が非でも勝って自動降格圏から脱したい近畿大と３

連勝を飾って現在の順位に踏みとどまりたい大産大。置

かれた状況こそ違えども、共に譲れぬ勝ち点３を目指す

両者の思惑が交錯したこの一戦。

近畿大は序盤からボールを支配するも、ハイプレスを

前になかなか攻めに転じることが出来ない。唯一のハイ

ライトは３０分にFW11,刈谷が強引に左サイドを突破し、

こぼれ球をFW23,田中が押し込んだ場面のみ。これは惜し

くもオフサイドとなった。一方の大産大もバイタルエリ

アでのアイディアが乏しく、共に攻めあぐねる展開が続

く。６８分には近畿大がＰＫを獲得するも、大産大GK1,

朴が阻止。共にハードワークが持ち味の両チームは終盤

になっても集中力を切らさず、相手に付け入る隙を与え

ない。しかし、観衆の頭にスコアレスドローが過ぎった

８９分、ついに均衡が破られる。右サイドを突破した近

畿大MF30,小川がファーサイドへクロス。エリア内でこれ

を受けたMF19,青山はワントラップして落ち着いてＤＦを

かわし、右足を一閃。放たれたシュートはゴール左隅に

突き刺さり、歓喜を呼び込んだ。結局これが決勝点とな

り、大きな勝ち点３をもぎ取った近畿大。次節同じく残

留を争う京産大との大一番を迎える。

（文：フリーランス 長谷川 顕三）

大産大 ０－１ 近畿大

■11月10日(土) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大産大 近畿大

1 朴 昇利 1 大西 勝俉

32 魚谷 輔 20 安田 潤二

22 西田 大洋 15 木田 稔彦

5 久良知 英範 22 小松 桂太

4 満生 充 5 清水 大輔

13 太田 悠人 4 水谷 尚貴

7 清水 良平 2 西浦 一志(→10 山脇 揚平)

6 江口 直生 14 田中 福彦(→30 小川 和俊)

11 川西 誠 19 青山 賢吾

15 森脇 大介(→33 前田 敬志郎) 23 田中 直基(→ 9 田中 啓太)

(→ 3 阪口 聡一)

10 中山 仁斗(→ 9 夏苅 光平) 11 刈谷 聖哉

◆得点(アシスト)

近畿大 89分 19 青山 賢吾(30 小川 和俊)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月11日(日) 後期 第9節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ同志社大学

京都産業大学ＶＳ立命館大学

４戦負けなしと好調の関学大と、降格へもうあとがない

同大の一戦。

試合は前半から大きく動く。１１分、関学大FW29,呉屋

が右サイドから持ち込み先制。続く１８分にはMF8,福原が

ミドルシュートを沈め２得点目をあげ、３１分には再び呉

屋がゴール。３７分にはMF13,卯田が自ら持ち込み４得点

目。前半だけで４－０とする。同大は序盤から関学大の攻

撃に圧倒され、防戦一方となる。サイドから崩されるなど

次々と突破を許し、自分たちの攻撃を全く展開出来ない。

関学大は後半も更に得点を量産。５２分、ゴール前の混

戦から呉屋が叩き込み、５－０。５８分にもMF26,小林の

パスを呉屋が落ち着いて流し込み、試合は６－０へ。その

後も得点を追加した関学大は９－０で圧勝。呉屋はハット

トリックのみならず６得点をあげる活躍を見せた。無得点

のまま敗北した同大はなす術なく失点を重ね、終始ゴール

が遠かった。同大・望月監督は「相手の前線での突破にや

られた」とコメント。一方、大勝に大きく貢献した関学大

の呉屋は「みんながいいボールをくれた」と６得点を振り

返った。

今日の勝利により、関学大は５位に浮上。敗れた同大は

結果次第で次節にも降格が決定する。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

京産大 ２－０ 立命大

■11月11日(日) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

京産大 立命大

1 三宅 貴憲 21 大西 健太

13 安藤 由翔 2 内田 慎一郎

67 岩本 泰士 34 髙橋 将吾

2 金 大貴 4 藤原 広太朗

6 冨田 慧(→38 阿部 寛樹) 15 武田 有祐

14 松田 康佑 13 日髙 洸平

11 坂本 樹是(→20 原 考徳) 28 谷口 智紀

17 髙橋 直大(→16 松田 悠佑) 29 茂 平(→20 森川 裕基)

15 野島 大輝 16 垣根 拓也(→33 栗島 拓也)

7 松永 俊吾 10 淵本 翔太(→ 9 前岡 信吾)

10 佐々木 一輝 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

京産大 8分 7 松永 俊吾(10 佐々木 一輝)

京産大 51分 10 佐々木 一輝

連勝中の立命大と入替戦圏内に沈む京産大の一戦は、降

りしきる雨の中でのゲームとなった。

前半８分、ドリブルで持ち込んだ京産大FW10,佐々木の

パスにMF7,松永が合わせ先制。ファーストチャンスをもの

にし、幸先良く1点目をあげる。古井監督が「負けも引き

分けも許されない」と話したように、勝つしかない京産大。

優位に試合を進める。

対する立命大は１点を返すべく積極的に仕掛けるが、雨

によるピッチ状況も手伝って京産大を崩すことが出来ない。

そのまま１－０で前半を終える。

迎えた５１分。京産大の佐々木が中盤から自ら持ち込み、

２得点目。前半と同じく、早い時間に得点をあげる。２点

のビハインドを負った立命大は焦りからミスが頻発。FW11,

坂本にボールを収めようとするも、決定機を決め切れない。

失点からのプレッシャーとピッチ状況に苦しみ敗北した。

勝利した京産大はサイド攻撃とカウンターで得点を奪取し、

完封勝利。古井監督は「完封で勝ち切って次に繋ぐことが

出来た」と試合を振り返った。一方、敗れた立命大・松岡

コーチは「失点がひびいた。焦ってしまった」と冴えない

表情だった。

ともに残留争いの渦中にある両校。苦しい戦いが続く。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関学大 ９－０ 同 大

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

◇出場選手
関学大 同 大
36 村下 将梧 21 大杉 崇仁
31 海野 貴裕(→ 4 高島 健人) 26 平田 雄己
5 岡﨑 太一 22 中城 諒
3 井林 章 40 坂本 拓人
16 福森 直也 4 野地 諒平
8 福原 翔太 7 山崎 裕平
18 関 皓平(→ 7 平山 翔太郎) 37 山田 直(→58 鈴木 海)
23 泉 宗太郎 20 宮本 龍
13 卯田 堅悟 18 佐藤 匠(→ 6 村上 慎)
26 小林 成豪 11 見宝 憂(→ 9 杉山 健太)
29 呉屋 大翔 29 西村 拓馬

◆得点(アシスト)
関学大 11分 29 呉屋 大翔
関学大 18分 8 福原 翔太
関学大 31分 29 呉屋 大翔(23 泉 宗太郎)
関学大 37分 13 卯田 堅悟
関学大 52分 29 呉屋 大翔
関学大 58分 29 呉屋 大翔(26 小林 成豪)
関学大 61分 29 呉屋 大翔(16 福森 直也)
関学大 85分 23 泉 宗太郎
関学大 90＋2分 29 呉屋 大翔( 3 井林 章)



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 06-6268-6400 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

グッズプレゼント！！
試合の勝敗を予想してチケットや

プレゼントをゲットしよう
～応募用紙は入場ゲートにて！～
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１部リーグ 後期・第１０節 見どころ

関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。

◆プレビュー取材協力

長谷川 顕三（フリーランス）、北野 裕子（ＵＮＮ関西学生報道連盟）、関西学連

■11月17日(土) 於：高槻市立総合スポーツセンター

第1試合 11:30 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ大阪学院大学
桃山大の楚輪博監督は「大院大には前期負けているが、特に意識はしない。高槻は芝が悪いので注意

したい」と話す。大院大の藤原義三監督は「（前節のびわこ大戦は）あの１点が痛い。追いついてチャ
ンスがあったので残念。残りゲームは上位ばかり。桃山大とは中盤勝負かな。上位には一泡も二泡も
吹かせたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「（関西大戦は）相手のクロスに対する甘さが出た。インカレに向けて一
戦一戦、チームのレベルアップを求めながら勝っていく」と話す。びわこ大の望月聡監督は「松田力

には複数のＤＦがつく。対策を考えないと。それが残りゲームの勝ちにつながる。残りゲームは全部
勝ちにいく」と話す。
■11月18日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ同志社大学
立命大の松岡耕自コーチは「自分たちの課題を見つめ直してチャレンジしていきたい」と話す。同大

の望月慎之監督は「次の試合が来年のカテゴリーを決める試合になるので、いい形で終えられるよう

にしたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 京都産業大学ＶＳ近畿大学
京産大の古井裕之監督は「相手がどこであろうがしっかりやる。一戦一戦大事にやっていきたい」と
話す。近畿大の松井清隆監督は「大一番。相手はタレントもいてしっかりした組織作りをしているが、

勝ちに行く」と話す。
■11月18日(日) 於：高槻市立総合スポーツセンター
第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ関西学院大学

大体大の坂本康博総監督は「ここ最近の関学大は最後まで粘り強い。最後まで気を抜かないで戦いた
い」と話す。関学大の呉屋大翔選手は「インカレには出場できないが、チームは切り替えている。１

つでも多く勝てるように頑張りたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪産業大学
関西大の岡崎建哉選手は「タフなゲームだった、勝ったことで今後に生かされる。みんなが一つにな

ればいいゲームができる。インカレ、リーグ優勝へ勝ちに行く」と話す。大産大の全信俊コーチは
「前期は勝っているが、同じようにはならない。これからしっかりと分析したい」と話す。


