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第１節結果
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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月15日(土) 後期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ大阪産業大学

桃山学院大学ＶＳ近畿大学

けが人やコンディション不良が多くベストとは程遠

い状態の大体大だったが高い位置でのボール奪取から

FW9,伊佐へと繋いで開始わずか６分で先制点をゲット。

しかし、その後は「動けないし、判断が悪いし、うち

がしたいサッカーがほとんど出来なかった」（坂本康

博総監督）と支配率で上回るも随所でミスが目立ち追

加点が奪えない苦しい場面が続く。

後半に入ってからは、セカンドボールを相手に拾わ

れ、カウンターからチャンスを作られたが「判断力が

悪く。攻撃に厚みがなかった」（全信俊コーチ）と決

定機を欠いた相手に助けられ、７２分にはMF6, 山本

の左クロスをゴール前でFW10,澤上が頭で合わせて引

き離しに成功。８９分には相手のロングボールに飛び

出したGK1,姫野がハンドで退場。抗議に行った坂本総

監督も退席処分を受けるというアクシデントもあった

が、大体大が逃げ切った。「チーム状態は良くはない

けど底を脱した。少しずつフィットしてきている」

（全コーチ）と負けながらも手応えを掴んだ大産大に

対し、勝った大体大は「最低な試合」（坂本総監督）、

山本も「皆納得が行ってないと思う」と話すなど悔し

さと課題が残る一戦となった。

（文：フリーライター 森田 将義）

大体大 ２－０ 大産大

■9月15日(土) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

大体大 大産大

1 姫野 昂志 51 神園 優

2 山口 幸太 4 満生 充

12 坂本 修佑 5 久良知 英範

4 濱上 孝次 3 阪口 聡一

3 菅原 渉 28 梁 真士

6 山本 大稀(→21 森廣 泰彦) 11 川西 誠

14 池永 航 13 太田 悠人(→32 魚谷 輔)

8 山田 貴文 20 岡山 和輝(→33 前田 敬志郎)

20 久保田 駿斗(→18 安田 圭佑) 6 江口 直生

10 澤上 竜二 9 夏苅 光平(→22 西田 大洋)

9 伊佐 耕平(→35 坂口 豪) 7 清水 良平

◆得点(アシスト)

大体大 6分 9 伊佐 耕平

大体大 72分 10 澤上 竜二( 6 山本 大稀)

桃山大 ２－０ 近畿大

■9月15日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大 近畿大

21 圍 謙太朗 1 大西 勝俉

30 草野 雄也 2 西浦 一志

3 谷口 功 15 木田 稔彦

2 朴 斗翼 22 小松 桂太

4 宮崎 舟 5 清水 大輔

15 面家 康生 4 水谷 尚貴

20 菅原 鉄平(→23 宮下 航) 8 大北 啓介(→ 6 松本 惇史)

14 畑中 章吾(→ 8 大谷 壮馬) 17 吉田 彬哉(→30 小川 和俊)

7 道上 隼人 14 田中 福彦

9 中東 優治 10 山脇 揚平

10 寺田 舜司(→22 松本 翼) 9 田中 啓太(→23 田中 直基)

◆得点(アシスト)

桃山大 41分 14 畑中 章吾

桃山大 90＋1分 15 面家 康生(22 松本 翼)

序盤から桃山大がサイドからチャンスを作るも「センタ

リングやシュートが少なかったし、相手にとっては怖くな

かった」（楚輪博監督）と決定機まで持ち込めず。苛立ち

が募る中、４１分、ミドルシュートがポストに当たったこ

ぼれ球をMF14,畑中が押し込み、先制する。

「勝っているので守りに入ってしまった」（楚輪監督）、

「後半は、声かけがうまく行ってかった」（GK21,圍）と

いう守備の隙をつかれ、ピンチが続く。７０分のDF5,清水

のヘディングシュートがポストに助けられたほか、７８分

には圍のファインセーブと、すんでの所で失点を回避する

と、アディショナルタイムにカウンターからMF15,面家が

追加点をあげて勝利を掴んだ。「内容的には圍さまさま。

守備のチームなんだからちゃんとやらないと。勝ったから

浮かれるんじゃなく、引き締めないと」と楚輪監督は反省

を口にしつつ、「後半も攻撃に転じられたのはプラス」と

手応えも。対する近畿大の松井清隆監督も「去年は粘り強

く戦えていたのが大雑把になっている。簡単に点を獲られ

て、自信を失っている」としつつ、「少ないながらもチャ

ンスは作れた」と評価も。両者、課題と収穫を手にした幕

開けとなった。

（文：フリーライター 森田 将義）



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月16日(日) 後期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ関西学院大学

阪南大学ＶＳ同志社大学

関西大 １－１ 関学大

■9月16日(日) 14:05 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

関西大 関学大

1 金谷 和幸 36 村下 将梧

3 都並 優太 25 堀尾 侑司

23 寺岡 真弘 5 岡﨑 太一

4 小椋 剛 3 井林 章

2 内田 恭兵 16 福森 直也

6 田中 裕人 8 福原 翔太

7 岡崎 建哉 18 関 皓平

8 和田 篤紀(→20 海田 佳祐) 23 泉 宗太郎(→38 前川 拓矢)

21 篠原 宏仁 28 森 信太朗(→ 7 平山 翔太郎)

19 木村 一貴(→10 安藤 大介) 26 小林 成豪

17 奥田 勇太(→ 5 稲森 睦) 29 呉屋 大翔(→37 森岡 大貴)

◆得点(アシスト)

関学大 62分 29 呉屋 大翔

関西大 82分 10 安藤 大介(21 篠原 宏仁)

古豪対決は引き分けた。関西大のパスサッカー、関学

大の早い集散と運動量。互いに持ち味を発揮して、中盤

の制圧権をかけた争いはスタートから白熱した。関学大

はGK36,村下、MF28,森ら新戦力が目に付いたが、それが

チームにいい活力源になっている。右サイドを使った展

開で関西大を圧倒するシーンを再三現出した。守りでも

関西大のパスサッカーを速い出足で寸断した。関西大の

中盤は人材に事欠かない。しかしここという場面での切

れ味が出せないのもまた同じ。大きな左右の展開、パス

の強弱、長短、テンポの変化が出せれば、相手を追い込

むシーンが期待できるのだが。

目に見えない争いが続くスコアレスのゲームを打ち破っ

たのは関学大。６２分、ＦＷ29,呉屋が中央左寄りからロ

ングシュートをゴールに突き刺した。劣勢に立って関西

大にエンジンがかかった。ＦＷ10,安藤の投入もあって攻

撃にリズムと変化が出た。そして８２分、21,篠原―10,

安藤とＦＷ間のパスで同点にした。それまで関学大ＤＦ

は忠実な守りで関西大の攻めをよく防いでいたのだが、

この場面だけ関学大のＤＦ陣の連携が乱れた。そのわず

かな間隙を突いた関西大も見事だが、関学大にとっては

残念な失点だった。

（文：関西学連）

予想以上の得点差がついた。阪南大は前期の好成

績に加えて、総理大臣杯も手中にした。そこへ故障

選手の復帰もあってチームは上昇気運。対する同大

は前期の不振を引きずったまま。「得点は取れても

失点が多すぎる」（同大・望月慎之監督）の反省を

踏まえて夏季に課題克服をかけたが、修正できたと

ころまでいかなかった。中盤からＤＦラインにかけ

て圧力、判断力の不足は阪南大の自在の展開の餌食

になった。同大は１点目のオウンゴールはともかく、

阪南大の展開力と速いパスワークに気力で頑張り続

けた。しかし前半終了間際、MF12,谷本からFW11,泉

澤のタテパス一本で２点目を喫してからは同大のディ

フェンスの集中力が崩れた。

後半の阪南大は、FW23,小池の復帰で泉澤とのコン

ビが復活。阪南大は中盤の優位をそのままにゴール

前へ決定的なチャンスを作り上げ、４点目をMF8,窪

田が決めた以外は、泉澤がゴールを量産した。同大

は６３分、MF50,井上のロングシュートで１点を返し

たが、ゲーム全般を通じて精神的にも、肉体的にも

受けに回ってしまっている。こんな時こそ積極的な

チャージが欲しい。

（文：関西学連）

阪南大 ６－１ 同 大

■9月16日(日) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

◇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 2 曽根 賢太郎
35 朴 賛友 4 野地 諒平
4 永井 鷹也 22 中城 諒
3 二見 宏志 40 坂本 拓人
6 本多 勇喜(→13 河田 篤秀) 8 矢野 亮
12 谷本 泰基 50 井上 幸樹
8 窪田 良(→37 田辺 翼) 30 西村 洋亮(→23 佐藤 公彦)
9 可児 壮隆 7 山崎 裕平
11 泉澤 仁 11 見宝 憂(→ 9 杉山 健太)
23 小池 恭一(→22 工藤 光輝) 10 石津 令門(→96 東 拓実)

◆得点(アシスト)
阪南大 24分 ｵｳﾝｺﾞｰﾙ
阪南大 45分 11 泉澤 仁(12 谷本 泰基)
阪南大 56分 11 泉澤 仁( 6 本多 勇喜, 8 窪田 良)
阪南大 59分 8 窪田 良(11 泉澤 仁,23 小池 恭一)
同 大 63分 50 井上 幸樹(30 西村 洋亮)
阪南大 67分 11 泉澤 仁( 9 可児 壮隆)
阪南大 68分 11 泉澤 仁



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月16日(日) 後期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪学院大学ＶＳ京都産業大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ立命館大学

前期の対戦では３－０で京産大が勝利。この試合で

は、リベンジを狙った大院大が前線からの連動した守

備でしっかり守り、自慢の中盤を起点に試合を進めて

いく。まずは２０分、自陣でのボール回しからDFライ

ンから大きく右へ展開し、走りこんだDF20,日髙が中へ

パス。このボールをFW129,當瀬が合わせてネットを揺

らす。当初スタメン予定だった選手が発熱で欠場。急

きょ、スタメン出場を果たしたルーキーの一撃で勢い

に乗った大院大は５３分にインターセプトからそのま

まゴール前に持ち込んだ日髙が追加点をゲット。その

後も退場者を出した京産大を押し続け、終了間際の８

８分にもMF6,柿木がダメ押しとなる３点目を決めて勝

利した。目標とするインカレ圏内（３位以内）に向け

幸先の良いスタートダッシュを切った大院大の藤原義

三監督は「後期は失点を少なくというのを徹底してい

るので、ピンチらしいピンチが無く０で抑えられたの

は良かった」と満足げ。一方の京産大の古井裕之監督

は「負けるべくして負けた試合。前期に勝った相手な

んで、慢心が出てしまった。頑張っている選手は多い

けど、チームとして繋がっていない」と終始厳しい表

情。明暗が分かれる開幕となった。

（文：フリーライター 森田 将義）

びわこ大 １－１ 立命大

■9月16日(日) 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

びわこ大 立命大

1 柴田 大地 21 大西 健太

5 松田 陸 2 内田 慎一郎

4 石間 寛人 4 藤原 広太朗

2 井村 昌彦 3 山本 大輔

3 端山 亮平 15 武田 有祐

7 杉山 雄亮 28 谷口 智紀

6 河村 大毅 16 垣根 拓也(→20 森川 裕基)

19 星 克弥 7 戸高 弘貴(→ 9 前岡 信吾)

18 矢澤 貴文 29 茂 平(→32 双木 亜門)

12 三輪 優平(→11 三橋 拓也) 10 淵本 翔太

17 松田 力 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

びわこ大 42分 17 松田 力( 7 杉山 雄亮)

立命大 86分 9 前岡 信吾(15 武田 有祐)

「全員で集まったのは今日が初めて」（DF4,石間）

というびわこ大に対し、前期１０位という反省点を

踏まえ、中断中に「低い位置で回すだけでなく、前

に運ぶ意識を高めた」（DF4,藤原）と仕上がり十分

の立命大。その差は妙実に表れ、前半から立命大が

試合を圧倒。サイド攻撃からシュートへ持ち込むも

びわこ大の粘り強い守備の前にゴールを奪えない。

緊迫した試合を動かしたのはびわこ大。右サイドか

らのクロスをFW17,松田力が頭で叩き込み前半を終

える。

先制点を許した立命大だったが、「ハーフタイム

でも皆、前向きな声が出ていた」（藤原）とチーム

に動揺はなし。後半に入ってからも高い位置で仕掛

け続けたが、びわこ大も最後まで集中力を切らさず

攻撃をブロック。このままびわこ大が逃げ切るかと

思われた８６分、立命大がエリア右で得たFKを途中

出場のFW9,前岡が頭で合わせて同点に追いつき試合

終了となった。「勝ち逃げ出来ればよかったけど、

力は相手の方が上なんで引き分けでも上出来」（望

月聡監督）。「決められなかったチャンスは多かっ

たけど、うまく決定機を作れたのは良かった」（藤

原）と、両者ともに収穫を手にして次節に気持ちを

切り替えた。

（文：フリーライター 森田 将義）

大院大 ３－０ 京産大

■9月16日(日) 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

大院大 京産大

1 太田 岳志 1 三宅 貴憲

25 富永 成文 49 米丸 智幾(→15 野島 大輝)

4 久保 卓哉 67 岩本 泰士

5 大西 泰裕 5 西口 諒

20 日髙 大地 38 阿部 寛樹

9 吉田 実成都(→64 岡本 和輝) 14 松田 康佑

6 柿木 亮介 16 松田 悠佑

22 山千代 大斗 13 安藤 由翔

7 望月 聖矢(→29 桑島 良汰) 7 松永 俊吾(→11 坂本 樹是)

87 脇 裕基 10 佐々木 一輝

129 當瀬 泰祐(→33 西田 康貴) 20 原 考徳(→30 美濃部 寛貴)

◆得点(アシスト)
大院大 20分 129 當瀬 泰祐(20 日髙 大地)

大院大 53分 20 日髙 大地

大院大 88分 6 柿木 亮介(20 日髙 大地)



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！～

大会プログラム好評発売中！！
～選手情報が満載 1冊1,000円～

1部リーグは有料開催
～前売券はゲートにて絶賛発売中～

～大人800円 中高生300円～

オリジナルバッグ

発売中！



１部リーグ 後期・第２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

森田 将義（フリーライター）、関西学連

■9月22日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ大阪産業大学
好発進の大院大は「開幕に比べ次はしっかり調整出来るので期待している」と藤原義三監督。対して

大産大の全信俊コーチは「リアクションになると思うので。失点をしないことが大事」と意気込む。
第2試合 14:00 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ京都産業大学
今節、前節の退席処分でベンチ入り停止の坂本康博総監督。「相手がどうというよりも自分たちのサッ

カーをしたい」と前節終了後。対する京産大の古井裕之監督は「相手の強力なFWをCBでうまく守って
攻撃に転じたい」と話す。
■9月23日(日) 於：大阪長居スタジアム

第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ関西学院大学
びわこ大の望月聡監督は「どのチームもうちより強いんで、いつもと同じように全員がハードワーク
して守って攻撃に繋げたい」と話す。対する関学大の成山一郎監督は「（関大戦は）80点から85点の

出来。勝ちきれなかったのがマイナス点。今日を含めて良かったところを出させるサッカーをやって
いきたい。びわこ大には前期負けているし」と警戒。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ同志社大学
桃山大の楚輪博監督は「相手がどうこうより、自分たちのサッカーをする。守備に加え攻撃も出来る
ように頑張りたい」と話す。同大の望月慎之監督は「守備で集中を徹底してきたが、まだまだ修正す

ところが。桃山大には受けるよりドンドン積極的にゲームを進めるのも一つの手かな、とも思う」と
話す。
■6月17日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ立命館大学
関西大の島岡健太監督は「初戦の固さがあったが、よく頑張ったと思う。劣勢に立ったがアセリはな
かった。相手がどこでも関西大のサッカーを続けたい。毎日の積み重ねです」と話す。対して立命大
の藤原広太朗主将は「関大は僕が入学してから一度も勝ったことのない相手。４回生も皆気合が入っ
ているので勝ちたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ近畿大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「小池の復帰でＦＷが落ち着いた。攻め急ぎもないし、全員が乗っている。
このままの勢いを落とさせないように」と話す。近畿大の松井清隆監督は「相手の攻撃は強烈なんで、

高い守備意識からうまくボールを回して行きたい」と話す。


