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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月17日(土) 後期 第10節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

３位以内を確定させたい２位・桃山大と勝利が遠のい

ている６位・大院大の一戦。

前半から攻め込んだのは桃山大。FW7,道上の積極的な

突破やFW9,中東のシュートからゴールを狙うも、決定機

をものに出来ず苦しむ。しかし、再三にわたるシュート

が実り、前半終了間際の４４分。MF8,大谷のＦＫをゴー

ル前混戦の中、MF14,畑中が押し込み待望の先制点を奪う。

一方の大院大は桃山大の攻撃に押され、前半はシュート

１本とチャンスを作れず終わる。

後半、１点を追う大院大が猛攻を仕掛ける。立ち上が

りからゴール前で次々とシュートを放つも枠を捉えられ

ない。MF37,木野田のクロスにMF64,岡本が飛び込むもわ

ずかに右へ。その後も桃山大GK1,圍のファインセーブに

阻まれるなど、1点が遠かった。桃山大は最後まで追加点

は奪えなかったが、大院大の攻撃をしのぎ切り、１－０

で桃山大が勝利した。

試合後、桃山大・楚輪博監督は「気持ちが強く出てい

た。自分たちの力で３位以内をものにした」と選手たち

を称賛。敗れた大院大・藤原義三監督は「後半のような

サッカーが前半から出来れば」と振り返った。３位以内

が確定した桃山大は、去年に続き２年連続でインカレ出

場権を獲得した。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

阪南大 １－２ びわこ大

■11月17日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

阪南大 びわこ大

21 原田 直樹 1 柴田 大地

19 飯尾 竜太朗 5 松田 陸(→16 中村 謙吾)

4 永井 鷹也 4 石間 寛人

6 本多 勇喜 2 井村 昌彦

3 二見 宏志 3 端山 亮平

8 窪田 良 6 河村 大毅

12 谷本 泰基 32 青山 喜典

9 可児 壮隆(→22 工藤 光輝) 10 竹内 一貴(→23 吉澤 春風)

11 泉澤 仁 33 山本 泰平

35 朴 賛友(→13 河田 篤秀) 12 三輪 優平

23 小池 恭一(→18 奥野 将平) 17 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 36分 17 松田 力

阪南大 89分 3 二見 宏志( 8 窪田 良,22 工藤 光輝)

びわこ大 90+2分 17 松田 力(32 青山 喜典)

リーグ優勝へ向け、連敗を避けたい首位・阪南大とイン

カレ出場権獲得へ負けられないびわこ大の一戦。徐々に激

しさを増す雨の中、ピッチ状況に苦しむ試合となった。

立ち上がりから阪南大が猛攻を見せる。MF11,泉澤が左

サイドを突破して放ったシュートはわずかに枠の外へ。続

いてFW35,朴のセンタリングにFW23,小池が頭で飛び込むも

ＧＫ正面と、決定機をものに出来ない。対するびわこ大は

阪南大の猛攻に対し、人数をかけた守備でしのぐと３６分。

ゴール前混戦をFW17,松田力が左サイドから突き刺し先制。

先にびわこ大がチャンスをものにする。

後半、追いつきたい阪南大だがシュートが枠を捉えられ

ず、びわこ大も追加点が遠い。試合が動いたのは、１－０

のまま迎えた終盤だった。８９分、阪南大MF8,窪田のＣＫ

にFW22,工藤が詰め、最後はDF3,二見が押し込み同点へ。

引き分けに終わるかと思われたが、９０＋２分。前がかり

になった阪南大をついたびわこ大。MF32,青山のパスにま

たも松田力が抜け出し独走。ＧＫとの１対１を冷静に沈め

て勝ち越し、びわこ大が３戦ぶりに勝利をものにした。び

わこ大・望月聡監督は「いい形で松田力にボールが入った」

と納得の表情で試合を振り返った。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

桃山大 １－０ 大院大

■11月17日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

桃山大 大院大

21 圍謙太朗 1 太田岳志

30 草野雄也 25 富永成文

2 朴斗翼 4 久保卓哉

3 谷口功 5 大西泰裕

4 宮崎舟(→6 中田寛人) 20 日髙大地

20 菅原鉄平 6 柿木亮介

23 宮下航 9 吉田実成都

14 畑中章吾(→33 小松大樹) 22 山千代大斗

8 大谷壮馬(→17 海老名翔太) 7 望月聖矢(→64 岡本和輝)

9 中東優治 87 脇裕基(→37 木野田涼)

7 道上隼人 129 當瀬泰祐(→43 岡元俊樹)

◆得点(アシスト)

桃山大 44分 14 畑中 章吾( 8 大谷 壮馬)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月18日(日) 後期 第10節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

京都産業大学ＶＳ近畿大学

立命館大学ＶＳ同志社大学

京産大 １－１ 近畿大

■11月18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 近畿大

1 三宅 貴憲 1 大西 勝俉

13 安藤 由翔 15 木田 稔彦

67 岩本 泰士 20 安田 潤二

2 金 大貴 22 小松 桂太

5 西口 諒 5 清水 大輔

11 坂本 樹是(→ 6 冨田 慧) 4 水谷 尚貴

17 髙橋 直大(→16 松田 悠佑) 14 田中 福彦(→17 吉田 彬哉)

15 野島 大輝 2 西浦 一志

14 松田 康佑 19 青山 賢吾

7 松永 俊吾 23 田中 直基(→ 9 田中 啓太)

10 佐々木 一輝(→20 原 考徳) 11 刈谷 聖哉(→30 小川 和俊)

◆得点(アシスト)

京産大 50分 7 松永 俊吾

近畿大 90+1分 5 清水 大輔(22 小松 桂太)

現在１０位の京産大と１１位の近畿大の一戦。共に降

格圏内に沈む両チームにとって、負けは許されない。

前半、プレッシャーのせいか固くなった両チーム。京

産大はMF11,坂本が自ら持ち込むなど仕掛けるが、得点に

は繋がらず。また、近畿大は細かくパスを繋いでゴール

を狙うもこれといったチャンスを作れない。

０－０で迎えた後半、両者の均衡を先に破ったのは京

産大だった。５０分、ＰＡ内の接触プレーから獲得した

ＰＫをFW7,松永がきっちりと決め先制。１点リードを奪

われた近畿大だが、直後の５５分にMF30,小川とDF17,吉

田を一気に投入。この交代が功を奏し、ボールが徐々に

回り出す。カウンターからMF19,青山が抜け出し放ったシュー

トは大きく外れるが、その後も小川の左サイドからの突

破でチャンスを作るなど流れを引き寄せ、迎えた９０＋

１分。DF22,小松のＦＫにDF5,清水が頭で合わせ、ついに

同点に追いつく。一方の

京産大は攻撃がかみ合わず、最後まで追加点を奪えな

かった。そのまま１－１で試合は終了。近畿大が執念で

勝ち点1を手繰り寄せた。試合後、松井清隆監督は「粘れ

るチームになってきた」とコメント。勝ち点３を逃した

京産大・古井裕之監督は「今日は負けゲームだった」と

唇をかんだ。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

伝統の一戦である同立戦は、両者の明暗を分ける戦いと

なった。

今日敗れると、残り試合を待たずして２部降格が決まる

同大は、メンバーを大幅に変更。序盤からMF30,西村、FW10,

石津らが自ら持ち込んでシュートを狙うなど、ゴールへの

貪欲な姿勢を見せる。対する立命大は同大の攻撃に押され

て引き気味になるも、３２分。MF13,日髙のセンタリングに

FW11,坂本が豪快なボレーシュートでネットを揺らし、先制。

直後の３４分に同大DF40,坂本の直接FKから失点するも、３

７分には、ＣＫをFW9,前岡が頭で繋ぎ、最後はMF8,宮本徹

が押し込み２点目。再びリードを奪う。同大は攻守ともに

集中したプレーを見せていただけに、ワンチャンスをもの

にされ、苦しい展開に。

２－１で迎えた後半、「前半は緊張していた」と松岡コー

チが振り返ったように堅くなっていた立命大が攻撃を徐々

に展開する。７８分には、坂本のパスにFW10,淵本が合わせ

て3点目。試合を３－１とし、同大を突き放した。２点差を

つけられた同大は足が止まり、反撃の糸口を掴めないまま

敗北。終了のホイッスルと共にピッチに崩れ落ち、最終節

を待たずに２部降格が決まった。一方、立命大は残留へ向

け大きな勝ち点３を手にした。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

立命大 ３－１ 同 大

■11月18日(日) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

立命大 同 大

21 大西 健太 1 高野 純一

6 山田 樹 25 免田 朋己

4 藤原 広太朗 69 新井 翔悟

34 髙橋 将吾 22 中城 諒

15 武田 有祐 40 坂本 拓人

28 谷口 智紀 20 宮本 龍(→ 9 杉山 健太)

20 森川 裕基 12 前澤 宏和(→ 8 矢野 亮)

13 日髙 洸平(→16 垣根 拓也) 6 村上 慎

8 宮本 徹(→29 茂 平) 30 西村 洋亮(→58 鈴木 海)

11 坂本 一輝 7 山崎 裕平

9 前岡 信吾(→10 淵本 翔太) 10 石津 令門

◆得点(アシスト)

立命大 32分 11 坂本 一輝(13 日髙 洸平)

同 大 34分 40 坂本 拓人

立命大 37分 8 宮本 徹(13 日髙 洸平, 9 前岡 信吾)

立命大 78分 10 淵本 翔太(11 坂本 一輝, 8 宮本 徹)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月18日(日) 後期 第10節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ関西学院大学

関西大学ＶＳ大阪産業大学

３連敗の後、前節は２位桃山大と引き分けた大体大

は９位と残留争いの渦中。一方直近５試合を４勝１分

と完全復調の関学大も既にインカレには届かない。

序盤からテンポよくパスを回した関学大は、３分の

フリーチャンスをMF23,泉が外したが、７分にはFW29,

呉屋が決め先制する。MF6,山本を中心に攻める大体大

は、関学大のＤＦとＧＫの連係が悪く思わぬチャンス

をもらうが決め切れない。

後半、MF11,田上を入れて同点を狙う大体大。しかし

関学大は４９分、MF26,小林がドリブルで崩し最後は呉

屋が自身１４ゴール目、０－２とする。反撃に出る大

体大はFW9,伊佐のシュートをGK36,村下に阻まれ１点が

遠い。すると５８分、関学大はDF31,海野の折り返しを

MF13,卯田が冷静に決めて点差は３に広がった。追い込

まれた大体大はMF35,坂口を送って攻勢を強め６２分、

ＣＫのチャンスにゴール前の混戦を伊佐が押し込み１

－３とし、さらに山本のシュートがクロスバーをヒッ

ト、関学大守備陣を慌てさせる。やや引き気味になっ

た関学大を攻め立てる大体大は、FW10,澤上、田上が強

引に狙うがゴールを割れず、交代選手を入れ前線から

の守備をテコ入れした関学大に押し切られた。後期の

成績だけなら関学大は２位、前期の不調が悔やまれる。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

関西大 ３－０ 大産大

■11月18日(日) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

関西大 大産大

1 金谷 和幸 1 朴 昇利

14 保井 隆志 32 魚谷 輔

23 寺岡 真弘 22 西田 大洋

4 小椋 剛 3 阪口 聡一(→28 梁 真士)

2 内田 恭兵 5 久良知 英範

5 稲森 睦 7 清水 良平

6 田中 裕人 13 太田 悠人

8 和田 篤紀 6 江口 直生(→19 前島 聖司)

7 岡崎 建哉 11 川西 誠

19 木村 一貴(→20 海田 佳祐) 10 中山 仁斗

21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 4 満生 充

◆得点(アシスト)

関西大 36分 19 木村 一貴( 2 内田 恭兵)

関西大 78分 7 岡崎 建哉( 2 内田 恭兵)

関西大 87分 10 安藤 大介( 8 和田 篤紀)

前期は大産大が１－０で勝利したカード。関西大は前節、

４年間未勝利の首位阪南大を倒し優勝争いに浮上、後期６

勝１分１敗と好調。一方４連敗後２連勝と復調の大産大だ

が、前節は下位の近畿大戦を落とし、残留争いを脱せない。

ボールポゼッションで上回る関西大対策として、4,満生を

ＦＷ起用し前線からの守備を意識した大産大だが、関西大

はそれをかわし、MF8,和田のミドルや、ＣＫからMF7,岡崎

が直接狙うなど大産大ゴールを脅かす。そして均衡を破っ

たのも関西大。３６分、右サイドを破りDF2,内田がマイナ

スに戻したところをFW19,奥田が頭で合わせ先制する。

後半序盤は大産大がペースを握るが、FW10,中山、MF11,

川西がチャンスを活かせない。関西大もFW21,篠原のシュー

トがGK1,朴に阻まれたり、ポストに邪魔されたりで追加点

が奪えない。大産大はMF6,江口から、より攻撃的なMF19,

前島に交代し同点を狙うが、７８分に再び内田のクロスに

３人が飛び込み、一番外から詰めた岡崎が貴重な２点目を

ゲットすると、やや気落ちした大産大に対し、スーパーサ

ブFW10,安藤が決めて関西大は試合を決めた。関西大は３

位以内をほぼ決め、今節敗れた阪南大とは勝点差２に。大

産大は最終節京産大に負けられなくなった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

大体大 １－３ 関学大

■11月18日(日) 11:30 KICK OFF
於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手
大体大 関学大

1 姫野 昂志 36 村下 将梧

3 菅原 渉 31 海野 貴裕

12 坂本 修佑 5 岡﨑 太一

4 濱上 孝次 3 井林 章

5 馬場 将大 16 福森 直也

2 山口 幸太(→11 田上 勇輝) 7 平山 翔太郎(→12 平川 直人)

14 池永 航 8 福原 翔太

8 山田 貴文(→35 坂口 豪) 23 泉 宗太郎

6 山本 大稀 13 卯田 堅悟

10 澤上 竜二 26 小林 成豪(→10 山内 一樹)

9 伊佐 耕平(→26 永冨 誠也) 29 呉屋 大翔(→20 小幡 元輝)

◆得点(アシスト)

関学大 7分 29 呉屋 大翔( 7 平山 翔太郎)

関学大 49分 29 呉屋 大翔(26 小林 成豪)

関学大 58分 13 卯田 堅悟(31 海野 貴裕)

大体大 62分 9 伊佐 耕平



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/
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１部リーグ 後期・第１１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

貞永 晃二（サッカーライター）、北野 裕子（ＵＮＮ関西学生報道連盟）

■11月24日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪産業大学ＶＳ京都産業大学
大産大の全信俊コーチは「他が引き分けたり負けたりでツキがあるので、自力で京産大に勝ちたい。

前期はウィークポイントを突かれた。佐々木のカウンターを警戒したい」と話す。京産大の古井裕之
監督は「自動降格は免れたい。残り１試合をどのように締めくくりたいかはキャプテンやメンバー次
第」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ大阪体育大学
大院大の藤原義三監督は「相手も降格がかかっているので、気持ちで負けないようにやっていきたい」
と話す。大体大の坂本康博総監督は「大院大のメンバーはいい。簡単に失点してしまっているし、立

て直すのは難しい。ウチはメンバーを入れ替えようと思ってもケガ人が多くうまくいかない」と話す。
■11月24日(土) 於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF 近畿大学ＶＳ同志社大学

近畿大の松井清隆監督は「正しいことをやり続けて勝ちたい。下手でも一生懸命やってる姿を見せた

い」と話す。同大の望月慎之監督は「これまでやってきたことをどれだけ見せるか。残り試合で意地

を見せたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ立命館大学

関学大の福原翔太選手は「インカレが無理となって、そこでもう一度頑張ろうとチームは引き締まっ
たし、力も抜けて、今本当にいい状態なので、これでインカレへ行きたかった。次は自分としてもラ
ストゲームになる」と話す。立命大の松岡耕自コーチは「自分たちの特長を今日以上にしっかり出せ

るように、前へ、前へとやっていきたい」と話す。
■11月25日(日) 於：大阪長居第２陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ関西大学

びわこ大の望月聡監督は「関大との直接対決なので楽しみ。今日のように粘り強くやっていきたい」
と話す。関西大の島岡健太監督は「自力ではないとはいえ、（優勝の）可能性がある限り残り２節、

まず次節に向けていい準備をしたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ桃山学院大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「連敗を試練だと思って、気持ちを切り替えて前向きにやりたい」と話す。

桃山大の楚輪博監督は「阪南戦は団結して臨む。頑張りたい」と話す。


