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第１１節結果

大産大(23) ０－３ 京産大(25)

大院大(31) １－０ 大体大(22)

近畿大(20) ０－１ 同 大(17)

関学大(36) １－０ 立命大(26)

びわこ大(35) ３－３ 関西大(41)

阪南大(45) ２－０ 桃山大(42)

( )は勝ち点

＊下線付は1試合延期による未消化有チーム



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月24日(土) 後期 第11節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪産業大学ＶＳ京都産業大学

大阪学院大学ＶＳ大阪体育大学

大産大のパワープレーに、中盤の精力的な運動量で

対抗した京産大が快勝した。早い時点での先制点も京

産大の攻守の動きの潤滑油になった。６分、京産大は

中盤右サイド、FW7,松永からの長いパスがFW20,原に

つながって、原が落ち着いてゴールに流し込んだ。ス

タートから前掛かりになっていた大産大ＤＦラインの

裏を見事についた。先制を許した大産大は反撃に転じ

たが、２０分にはMF７,清水のロングシュートがバー

に嫌われ、２９分にはMF11,川西がＧＫと１対１にな

りながらファインプレーに阻まれるなど不運も重なっ

た。追加点の欲しい京産大、追いつきたい大産大。両

チームとも持ち味をフルに発揮して内容の濃いゲーム

展開になった。京産大はＭＦ陣の広範囲の動きと厚い

攻め、大産大はFW９,夏苅を軸にした長いパスを生か

した攻撃が目立った。

京産大に欲しい追加点が入ったのは８４分。途中出

場のFW10,佐々木が左から持ち込み、受けた松永が叩

き込んだ。勢いに乗った京産大はタイムアップ寸前に

もMF13,安藤が３点目をマークして意外の点差がつい

た。大産大は再三の決定的なチャンスも得点に結びつ

けることが出来ず完敗。京産大はこの白星で２部への

自動降格だけは免れた。

（文：関西学連）

大院大 １－０ 大体大

■11月24日(土) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大院大 大体大

1 太田 岳志 1 姫野 昂志

25 富永 成文(→43 岡元 俊樹) 3 菅原 渉

4 久保 卓哉 12 坂本 修佑

5 大西 泰裕 4 濱上 孝次

20 日髙 大地 5 馬場 将大(→ 2 山口 幸太)

6 柿木 亮介 6 山本 大稀

9 吉田 実成都(→37 木野田 涼) 14 池永 航

22 山千代 大斗 8 山田 貴文(→18 安田 圭佑)

7 望月 聖矢(→16 長友 啓悟) 11 田上 勇輝(→35 坂口 豪)

87 脇 裕基 10 澤上 竜二

10 神田 圭介 9 伊佐 耕平

◆得点(アシスト)

大院大 75分 87 脇 裕基(20 日髙 大地)

大院大が競り勝った。決勝点は７５分。中央のMF7,望

月から右に展開、間髪を入れずにDF20,日髙がゴール前

に絶好のクロス。長身のFW87,脇がヘッドでゴールネッ

トを揺さぶった。立ち上がりからゲームの主導権は大院

大。右サイド望月、左サイド9,吉田の両サイドの動きが

目立ってポゼッションで優位に立った。しかし、ゴール

前で決定的なチャンスが作れず、巧くボールを運んでも

シュートを得点に結び付けなかった。大体大ＤＦ陣のい

い判断と粘り強いマークもあった。前半の大院大ペース

が、後半は大体大に移った。単純なパスワークにスピー

ドが加わって、大院大が後手を踏む場面が増えた。しか

し大体大も決定的なチャンスを作るまでに至らず、ゲー

ムは膠着した。そんな中での大院大の決勝点だった。

この失点は大体大の攻守に火をつけた。中盤を幅広く、

鋭さも加えて大院大を押し込み、４０分過ぎからは立て

続けに大院大ゴールをピンチに追い込んだ。しかし、大

院大ＤＦ陣の好守もあって得点に結びつけることが出来

なかった。大体大はこれで１引き分けを挟んで５連敗、

順延ゲームの近畿戦次第で２部へ自動降格のがけっぷち

に立たされた。

（文：関西学連）

大産大 ０－３ 京産大

■11月24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 京産大

1 朴 昇利 1 三宅 貴憲

5 久良知 英範 6 冨田 慧

3 阪口 聡一(→15 森脇 大介) 67 岩本 泰士

22 西田 大洋 2 金 大貴

32 魚谷 輔 5 西口 諒

11 川西 誠 13 安藤 由翔

7 清水 良平 14 松田 康佑

13 太田 悠人(→25 早田 詩伊生) 16 松田 悠佑

6 江口 直生 15 野島 大輝(→30 美濃部 寛貴)

9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗) 7 松永 俊吾(→ 9 中川 裕介)

4 満生 充 20 原 考徳(→10 佐々木 一輝)

◆得点(アシスト)

京産大 6分 20 原 考徳( 7 松永 俊吾)

京産大 84分 7 松永 俊吾(10 佐々木 一輝)

京産大 90分 13 安藤 由翔



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月24日(土) 後期 第11節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西学院大学ＶＳ立命館大学

近畿大学ＶＳ同志社大学

関学大 １－０ 立命大

■11月24日(土) 14:00 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手

関学大 立命大

36 村下 将梧 21 大西 健太

31 海野 貴裕 6 山田 樹

5 岡﨑 太一 4 藤原 広太朗

3 井林 章 34 髙橋 将吾

16 福森 直也 15 武田 有祐

18 関 皓平 13 日髙 洸平

8 福原 翔太 28 谷口 智紀

23 泉 宗太郎(→10 山内 一樹) 10 淵本 翔太(→35 加藤 臣哉)

13 卯田 堅悟(→28 森 信太朗) 8 宮本 徹(→29 茂 平)

26 小林 成豪 9 前岡 信吾(→20 森川 裕基)

29 呉屋 大翔 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

関学大 79分 28 森 信太朗(26 小林 成豪)

インカレ出場が無くなってから２試合で１２得

点と攻撃陣が爆発していた関学大が最終戦も勝利

で飾った。

立命大の松岡耕自コーチが「何もさせてもらえ

なかった」と語るように、関学大が主導権を握っ

た。最終ラインから組み立て両サイドから何度も

立命大ゴールを脅かした。しかし立命大は前半は

シュート１本に抑えられたが、守備では主将・ DF

4,藤原広太朗を中心とした堅守でゴールを割らせ

ず、０－０で折り返す。

後半、最初の１５分は松岡コーチが「自分たち

のイメージでできた」というように立命大も反撃

に出る。だがゴールは奪えず、やはりボールも人

もよく動いた関学大が７９分に均衡を破り、１－

０で勝利。シュート数は関学大の１４に対し立命

大が４。スコア以上にゲームを支配した関学大が、

引き分けを挟んで６連勝でシーズンを終えた。試

合後、関学大・成山一郎監督は「最後だからとか、

４年生のためではなくいつも通りやろうと話して

いた。いいゲームだったと思う」と最終戦を振り

返った。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

勝てば１部残留が大きく近づく近畿大だったが、すでに

降格が決まっている同大が意地を見せた。

序盤に決定機を作ったのは近畿大だったが、決め切れな

かった。１３分、FW23,田中直基がゴール前でフリーでボ

レーを放つも大きくバーを越える。３３分にはカウンター

からMF17,吉田彬哉が抜け出しＧＫと１対１になるがシュー

トはわずかに枠を外れた。ピンチをしのぐと同大もセット

プレーを中心にチャンスを作り始め、４０分にＦＫのこぼ

れ球をつなぎ右サイドMF6,村上のクロスにDF4,野地が頭で

合わせ同大が先制する。

後半も近畿大はゴールが遠い。５３分、ロングボールに

田中直基が抜け出しＧＫと１対１になるがこれもぎりぎり

で防がれると、その後は決定機をほとんど作れず。ロスタ

イムにバーをたたくシュートがあったがそのままタイムアッ

プ。試合後松井清隆監督は、「１点を取れれば勝ち点につ

なげられるが、逆に取られるとすぐダメな雰囲気になって

しまう」と唇をかんだ。一方の同大はピンチを防ぐと、細

かいパスワークで相手陣内へ侵入する場面が何度か見られ

た。望月慎之監督は「精神的強さが見えた。チャレンジを

忘れずやった結果だと思う」と振り返った。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

近畿大 ０－１ 同 大

■11月24日(土) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

◇出場選手

近畿大 同 大

1 大西 勝俉 1 高野 純一

15 木田 稔彦 25 免田 朋己

20 安田 潤二 4 野地 諒平

22 小松 桂太 22 中城 諒

5 清水 大輔 40 坂本 拓人

4 水谷 尚貴 20 宮本 龍

2 西浦 一志(→ 8 大北 啓介) 12 前澤 宏和

17 吉田 彬哉(→24 木下 拓馬) 6 村上 慎

19 青山 賢吾 30 西村 洋亮(→58 鈴木 海)

23 田中 直基(→ 9 田中 啓太) 7 山崎 裕平(→ 8 矢野 亮)

30 小川 和俊 55 白石 健人(→10 石津 令門)

◆得点(アシスト)

同 大 40分 4 野地 諒平( 6 村上 慎)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月25日(日) 後期 第11節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ関西大学

阪南大学ＶＳ桃山学院大学

２試合を残す３位関西大と４位びわこ大の対戦。得

失点差が１８、びわこ大が順位逆転するには大量得点

での連勝が必要とかなり苦しい条件。一方、逆転優勝

を狙う関西大は連勝して、首位阪南大の取りこぼしに

期待する。

序盤からびわこ大はフィールドをコンパクトにし、

前線からプレスをかけると、関西大はボールを前に運

べずシュートも打てない。そして、やはり先制点はび

わこ大、３２分に得点ランクを独走するFW17,松田力が

決めた。これが派手な撃ち合いの端緒だった。まず１

分後、関西大はキックオフからの攻めからMF6,田中が

ミドルを決めあっさりと追いつく。その後も攻め合う

両チームは、後半に入るとさらにアグレッシブさを増

す。５９分、関西大はＣＫから田中が合わせ逆転。し

かしこのリードも３分間、びわこ大は右サイドを崩し

MF33,山本が押し込み同点とする。両チームベンチも勝

利への意欲を露わに、交代カードを次々と切って行く。

８４分、関西大が再び試合を動かす。正面からのＦＫ

をMF7,岡崎が鮮やかに突き刺した。しかしわずか２分

後、粘るびわこ大はＦＫから松田力が同点とした。そ

して３－３でタイムアップ。関西大の優勝は遠ざかり、

びわこ大のインカレへの夢も消えた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

阪南大 ２－０ 桃山大

■11月25日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

阪南大 桃山大

21 原田 直樹 21 圍 謙太朗

19 飯尾 竜太朗 30 草野 雄也

4 永井 鷹也 25 井上 哲郎

6 本多 勇喜 3 谷口 功

3 二見 宏志 4 宮崎 舟

8 窪田 良 15 面家 康生

12 谷本 泰基 20 菅原 鉄平(→23 宮下 航)

9 可児 壮隆 14 畑中 章吾(→10 寺田 舜司)

11 泉澤 仁(→29 阿部 勇治) 8 大谷 壮馬(→22 松本 翼)

22 工藤 光輝(→13 河田 篤秀) 9 中東 優治

23 小池 恭一(→18 奥野 将平) 7 道上 隼人

◆得点(アシスト)

阪南大 40分 11 泉澤 仁(19 飯尾 竜太朗)

阪南大 84分 29 阿部 勇治(22 工藤 光輝)

同勝点で並ぶ首位阪南大と２位桃山大。桃山大にとって

は最終戦。一方、１試合を残す阪南大は、第１試合で関西

大が引き分けたためこの試合の勝利で優勝を掌中にするこ

とができる。阪南大の直近２試合は連敗、さらに桃山大に

は前期１－３と敗れているため、楽観できない状況での首

位攻防戦となった。

最初のチャンスは阪南大。１０分、FW22,工藤が角度の

ないところからシュート、これはGK21,圍が弾き出す。さ

らに２５分、工藤、FW23,小池、MF9,可児が３連続シュー

ト、これも決まらない。その後も阪南大は両サイドを丹念

に使い攻め立て、４０分ついに先制する。右からDF19,飯

尾のクロスをＧＫが触りコースが変わるが、ファーでMF11,

泉澤がダイレクトで蹴り込んだ。

後半、FW22,松本を入れシステムを変えた桃山大。５２

分の松本のシュートは外れ、５９分のFW9,中東のシュート

もバーを越す。６０分を過ぎ、阪南大が再び攻め続けるが

２点目は遠くに思えた。しかし８４分、阪南大は１分前に

交代出場したMF29,阿部が工藤のアシストでシュート。Ｇ

Ｋにはブラインドだったか、これをキャッチできずボール

はゴールへ。試合は２－０のままタイムアップ、阪南大は

２年ぶりの戴冠。両チームのインカレでの活躍を祈ろう。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

びわこ大 ３－３ 関西大

■11月25日(日) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手
びわこ大 関西大
1 柴田 大地 16 崔 創喜

5 松田 陸 14 保井 隆志

32 青山 喜典 23 寺岡 真弘

4 石間 寛人 4 小椋 剛

3 端山 亮平 2 内田 恭兵

10 竹内 一貴(→ 7 杉山 雄亮) 6 田中 裕人

16 中村 謙吾(→19 星 克弥) 5 稲森 睦

6 河村 大毅 8 和田 篤紀

33 山本 泰平 7 岡崎 建哉

12 三輪 優平(→22 加藤 大樹) 19 木村 一貴(→20 海田 佳祐)

17 松田 力 21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介)

◆得点(アシスト)

びわこ大 32分 17 松田 力( 5 松田 陸)

関西大 33分 6 田中 裕人( 2 内田 恭兵)

関西大 59分 6 田中 裕人( 7 岡崎 建哉)

びわこ大 62分 33 山本 泰平(10 竹内 一貴)

関西大 84分 7 岡崎 建哉

びわこ大 86分 17 松田 力( 6 河村 大毅)



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

プレゼントをゲットしよう
～応募用紙は入場ゲートにて！～

大会プログラム好評発売中！！

選手情報が満載
1冊1,000円

オリジナルバッグ

発売中！



１部リーグ 後期・第３節 延期分 見どころ

ご来場の方々には1部写真もプレゼント！！

■12月1日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ同志社大学
びわこ大の望月聡監督は「（インカレがなくなって）最後の試合だから４年生を出すというのではな
く、チームみんなが納得いくメンバーで戦いたい」と話す。連勝で終えたい同大。望月慎之監督は

「集大成でこれまでのことを全部出す」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ立命館大学

阪南大の須佐徹太郎監督は「失点が多いので、DFラインの共通理解をしっかりさせること、攻撃は突
破とフィニッシュを高めたい」と話す。７位が確定している立命大・松岡耕自コーチは「自分たちの
スタイルが何分かでも出せれば」と話す。

■12月2日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ近畿大学
大体大の坂本康博総監督は「きょうは左サイドが悪すぎた。そこを修正して、最終戦の近大戦に臨む

つもり。向こうも必死だろうが、何が何でも勝ちにいく以外にない」と話す。勝てば自動降格圏を脱
する近畿大。松井清隆監督は「今こそ『団結』しないと」と意気込む。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪学院大学

関西大の岡崎建哉選手は「全力でやらないといけない試合。インカレにどうつなげていくかというゲー
ム。優勝が決まっていても消化ゲームではない」と話す。大院大の藤原義三監督は「引き分けを挟ん

で３連敗だったから、勝てて良かった。関西大はウチより何もかも上、前期も負けているので何とか
勝って終わりたい。全力を尽くして戦います」と話す。

◆プレビュー取材協力 貞永 晃二（サッカーライター）、和氣 大輔（関学スポーツ）、関西学連


