
第90回関西学生サッカーリーグ
2012年12月1日(土) 後期 第3節 延期分 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ同志社大学

阪南大学ＶＳ立命館大学

両チームにとって今年度リーグ戦の最終節となった一戦

は、最後を飾るにふさわしい白熱した試合となった。

先制は同大。１４分、コーナーキックからの混戦を最後

はMF6,村上がしっかりと詰めた。しかしびわこ大も６分後

にすぐさま反撃。FW17,松田力のクロスをFW12,三輪がヘッ

ドで合わせて１－１の同点に追いつき、前半を折り返す。

後半、互いに1点を取り合い迎えた８０分。同大は高い

位置からDF40,坂本がプレスをかけボールを奪取。ドリブ

ルでペナルティーエリア深くまで侵入すると、最後はニア

を抜く強烈なシュートをたたき込み三度勝ち越す。しかし、

このまま試合終了かと思われた９０+２分。退場者を出し、

１０人となっていたびわこ大が最後のチャンスをものにす

る。松田力のパスを受けたDF5,松田陸が狙い澄ましたミド

ルをゴール左隅に決め、３－３の同点に追いつき試合終了。

同大は降格が決定し、びわこ大はインカレ出場権を逃した

中での一戦は、精神的に非常に難しい試合だったはず。だ

が両監督が「次につながる試合だった」と振り返るなど、

互いに意地を見せた好ゲームとなった。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

阪南大 ２－１ 立命大

■12月1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 立命大

21 原田 直樹 21 大西 健太

19 飯尾 竜太朗 6 山田 樹

4 永井 鷹也 16 垣根 拓也

6 本多 勇喜 3 山本 大輔

3 二見 宏志 2 内田 慎一郎

8 窪田 良(→18 奥野 将平) 13 日髙 洸平

9 可児 壮隆 28 谷口 智紀

29 阿部 勇治 10 淵本 翔太

11 泉澤 仁 8 宮本 徹(→29 茂 平)

22 工藤 光輝(→10 神門 拓弥) 9 前岡 信吾(→40 広住 祐也)

23 小池 恭一(→13 河田 篤秀) 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

立命大 26分 11 坂本 一輝(13 日髙 洸平)

阪南大 90+1分 3 二見 宏志(19 飯尾 竜太朗)

阪南大 90+3分 13 河田 篤秀( 9 可児 壮隆)

王者・阪南大と7位・立命大の一戦。勝ってインカレへ

はずみをつけたい阪南大に対し、立命大は今季最終戦を勝

利で締めたいところ。

序盤から積極的に仕掛けたのは立命大。FW11,坂本にボー

ルを収め、ゴールを狙う。その姿勢が実り、２６分。中央

からMF28,谷口がMF13,日髙井繋ぎ最後は坂本が流し込んで

待望の先制点を奪う。守備面でも、前線からのプレスで阪

南大の得点を許さなかった。対する阪南大はMF11,泉澤を

中心にゴールに迫るも、決定機を作ることが出来ない。前

半は立命大が1点リードで折り返す。

1点ビハインドを負う阪南大は、前半はボールを支配で

きず苦しんだが、後半は徐々に流れを引き寄せる。FW13,

河田、FW10,神門と攻撃陣を続けて投入。試合が動いたの

は後半ロスタイム。９０+１分、DF19,飯尾のクロスにDF3,

二見が頭で押し込み１－１へ。直後の９０+３分にはMF9,

可児のCKに河田が合わせ、それが決勝点に。ロスタイムの

２ゴールで阪南が逆転勝利を収めた。一方、立命は防戦を

強いられ、最後まで守り切れなかった。

試合後、飯尾は「勝てる内容ではなかった」と厳しい表

情だった。立命大・松岡耕自コーチは「今年1番のゲーム

だった」と敗れはしたが、健闘したチームを称えた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

びわこ大 ３－３ 同 大

■12月1日(土) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
びわこ大 同 大
21 藤田 崇雄 1 高野 純一
5 松田 陸 25 免田 朋己
4 石間 寛人 4 野地 諒平
32 青山 喜典 22 中城 諒
3 端山 亮平 40 坂本 拓人
6 河村 大毅 6 村上 慎
16 中村 謙吾(→23 吉澤 春風) 20 宮本 龍(→ 8 矢野 亮)
33 山本 泰平 12 前澤 宏和
10 竹内 一貴 58 鈴木 海(→37 山田 直)
12 三輪 優平(→ 7 杉山 雄亮) 7 山崎 裕平(→55 白石 健人)
17 松田 力 10 石津 令門

◆得点(アシスト)
同 大 14分 6 村上 慎( 7 山崎 裕平)
びわこ大 20分 12 三輪 優平(17 松田 力)
同 大 63分 10 石津 令門( 7 山崎 裕平)
びわこ大 67分 17 松田 力(23 吉澤 春風)
同 大 80分 40 坂本 拓人
びわこ大 90+2分 5 松田 陸(17 松田 力)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年12月2日(日) 後期 第3節 延期分 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ大阪学院大学

大阪体育大学ＶＳ近畿大学

関西大 １－１ 大院大

■12月2日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 大院大

16 崔 創喜 1 太田 岳志

14 保井 隆志 25 富永 成文

23 寺岡 真弘 4 久保 卓哉

4 小椋 剛 43 岡元 俊樹

2 内田 恭兵 20 日髙 大地

5 稲森 睦 6 柿木 亮介

6 田中 裕人 9 吉田 実成都

8 和田 篤紀 22 山千代 大斗

7 岡崎 建哉 7 望月 聖矢

21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 87 脇 裕基(→129 當瀬 泰祐)

19 木村 一貴 10 神田 圭介

◆得点(アシスト)

関西大 65分 19 木村 一貴( 7 岡崎 建哉)

大院大 86分 22 山千代 大斗( 7 望月 聖矢)

インカレへ向けて最終順位を確定させたい関西大と、上

位・関西大に勝って終わりたい大院大の一戦。

関西大は序盤から落ち着いてボールを回すが、シュート

まで持ち込むことが出来ない。MF7,岡崎が自ら持ち込むも

ＧＫに阻まれる。一方、大院大は速いプレッシャーで関西

大に決定機を作らせず、チャンスを狙う。MF7,望月のＣＫ

からゴールを狙うも得点には結びつかず。前半は、両チー

ム共に放ったシュートは1本に留まる。

０－０で迎えた後半。先にチャンスが訪れたのは大院大。

右サイドからのセンタリングにFW10,神田が詰めるも、ＧＫ

のビッグセーブに阻まれる。シュートをなかなか打てない

関西大は、この状況を打開するべくFW10,安藤を投入。そし

て６５分。左サイドで安藤の突破からＦＫを獲得すると、

キッカーは岡崎。ＦＫにFW19,木村が頭で叩き込み、待望の

先制点をあげる。ペースを握った関西大は追加点を狙いた

いところだが、終盤大院大の猛攻に。大院大は先制を許す

も、意地を見せ、８６分。望月のCKにMF22,山千代が頭で合

わせ1－1へ持ち込んだ。試合は引き分けで終了。終盤に追

いついた大院大・藤原義三監督は「今シーズンの中でベス

トゲームだった」とコメント。関西大は勝利は逃したが、

２位が確定した。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

引き分け以下で２部降格が決まる近畿大と、１部残留を

確定させるためにも勝ち切りたい大体大の対戦。負けたチー

ムの降格が決定するこのゲームは、立ち上がりから激しい

戦いとなった。

ペースを掴むためにも先制点をあげたい両チームは、決

定機をものにしようと積極的にシュートを放つ。大体大は

DF3,菅原やFW9,伊佐がＰＡ付近から狙うもゴールにはなら

ず。対する近大は左サイドからのクロスを中心に大体大を

崩しにかかる。ボールの奪い合いの中で、試合が動いたの

は２８分。右サイドを突破した大体大FW10,澤上がＧＫと

ＤＦの連携ミスを見逃さず流し込み、先制。勢いに乗った

大体大は、伊佐、澤上の2トップのゴールや左サイドから

の突破で近畿大を脅かした。

激しさを増した後半。５５分、近畿大MF19,青山のパス

を後半から出場したFW11,刈谷が決め、ついに同点へ。追

いつかれた大体大は近畿大の猛攻を受けるも、キャプテン

のDF4,濱上を中心とした最終ラインが体を張った守備で集

中して守り切る。そして、迎えた９０+１分。ＣＫを大体

大DF12,坂本が頭で押し込み、それが決勝点に。残留争い

を２－１で大体大が制し、残留を決めた。一方、猛攻実ら

ず、降格が決まった近畿大はピッチで泣き崩れた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

大体大 ２－１ 近畿大

■12月2日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 近畿大

1 姫野 昂志 1 大西 勝俉

2 山口 幸太 15 木田 稔彦

12 坂本 修佑 20 安田 潤二

4 濱上 孝次 22 小松 桂太

3 菅原 渉 5 清水 大輔

35 坂口 豪(→19 脇 睦) 4 水谷 尚貴

8 山田 貴文 14 田中 福彦(→ 2 西浦 一志)

26 永冨 誠也 17 吉田 彬哉(→11 刈谷 聖哉)

6 山本 大稀 19 青山 賢吾

10 澤上 竜二 30 小川 和俊(→23 田中 直基)

9 伊佐 耕平(→11 田上 勇輝) 7 布施 俊樹

◇得点(アシスト)

大体大 28分 10 澤上 竜二

近畿大 55分 11 刈谷 聖哉(19 青山 賢吾)

大体大 90＋1分 12 坂本 修佑(26 永冨 誠也)


