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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月29日(土)・30日(日) 後期 第3節

第２節結果

大院大(21) １－３ 大産大(17)

大体大(18) １－１ 京産大(14)

びわこ大(24) ４－３ 関学大(14)

桃山大(28) １－０ 同 大(8)

関西大(22) ４－１ 立命大(14)

阪南大(27) ０－２ 近畿大(12)
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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月22日(土・祝) 後期 第2節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪学院大学ＶＳ大阪産業大学

大阪体育大学ＶＳ京都産業大学

後期開幕戦では、大院大が京産大に３－０で快勝し３

位に浮上し、大産大は大体大に０－２で敗れ８位に順位

を落とす対照的な結果だった。

ともにゴール前の場面が少ない序盤を過ぎ、ボール支

配率で上回りシュートも打った大院大だが、先制したの

は大産大だった。２６分、左サイドからボックスに侵入

したFW9,夏苅のボールを背後から走り込んだMF11,川西

が奪い取るようにシュートすると、GK1,太田はタイミン

グが合わずネットが揺れた。さらに４２分、右サイドか

らのＦＫをDF4,満生がヘッドで叩き込み大産大の２点リー

ドで前半を終えた。

後半も少ないチャンスを活かしたのは大産大。５３分、

ゴール前混戦からクリアされたボールをMF6,江口がシュー

ト気味に強いボールを送り、満生がダイレクトで合わせ

た。「３点目が痛かった」とは大院大の藤原監督。GK51,

神園の負傷治療で８分と長かったアディショナルタイム

９０＋３分に、大院大はDF4,久保が左からのクロスを蹴

り込みようやく１点を返すが時すでに遅く、大産大はそ

のまま逃げ切った。「セットプレーは狙い通り」と大産

大・全コーチが振り返ったが、大産大が上手く相手を自

らのペースに持ち込んだ試合だった。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

大体大 １－１ 京産大

■9月22日(土・祝) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 京産大

21 森廣 泰彦 1 三宅 貴憲

2 山口 幸太(→ 5 馬場 将大) 6 冨田 慧

12 坂本 修佑 67 岩本 泰士

4 濱上 孝次 5 西口 諒

3 菅原 渉 38 阿部 寛樹

6 山本 大稀 14 松田 康佑

14 池永 航 16 松田 悠佑

8 山田 貴文(→35 坂口 豪) 15 野島 大輝

20 久保田 駿斗(→11 田上 勇輝) 7 松永 俊吾(→45 高橋 錬太)

10 澤上 竜二 20 原 考徳(→26 田村 祐也)

9 伊佐 耕平 10 佐々木 一輝(→11 坂本 樹是)

◆得点(アシスト)

京産大 41分 15 野島 大輝(10 佐々木 一輝)

大体大 90分 10 澤上 竜二( 5 馬場 将大)

後期開幕戦で、大体大は大産大に勝利し６位をキー

プし、一方京産大は大院大に完敗し１０位に下がった。

大体大は前節退席処分となった坂本総監督がベンチに

入れない。

一進一退の展開だが、京産大FW10,佐々木と大体大D

F4,濱上が火花散らす１対１を見せたように、随所で

フェアで激しいコンタクトが見られた。内容的にはと

もになかなかシュートを打てない「我慢」の試合となっ

たが、４１分に京産大がFW20,原から佐々木へとつな

ぐと最後は２列目から走り込んだMF15,野島が右足を

一閃、ゴールに吸い込まれた。その後も京産大はチャ

ンスを迎えたが決め切れず、勝負は後半へ。

後半、大体大は同時２枚投入。するとこのDF5,馬場

のクロスとMF11,田上のスピードが大体大の追撃ムー

ドに勢いを与える。しかし、それもチャンスメイクま

で。京産大は破られても全員が精一杯身体を当て、足

を伸ばし、後期初勝利に執念を見せる。しかし、大体

大は９０分、左からの馬場のクロスがボックス内の澤

上へ。ハイクロスなら濱上、DF67,岩本がはね返して

いた京産大だが、低いクロスに対応が遅れ、澤上にワ

ントラップシュートを打たせてしまった。１－１、そ

のまま勝点１ずつを分け合った。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

大院大 １－３ 大産大

■9月22日(土・祝) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大院大 大産大

1 太田 岳志 51 神園 優(→21 古川 大輔)

25 富永 成文 4 満生 充(→22 西田 大洋)

4 久保 卓哉 5 久良知 英範

5 大西 泰裕 3 阪口 聡一

20 日髙 大地 28 梁 真士

9 吉田 実成都 11 川西 誠

6 柿木 亮介 13 太田 悠人

22 山千代 大斗 20 岡山 和輝(→35 山内 達郎)

7 望月 聖矢 6 江口 直生

87 脇 裕基 9 夏苅 光平

129 當瀬 泰祐(→48 枡屋 竜治) 7 清水 良平

◆得点(アシスト)

大産大 26分 11 川西 誠( 9 夏苅 光平)

大産大 42分 4 満生 充( 6 江口 直生)

大産大 53分 4 満生 充( 6 江口 直生)

大院大 90＋3分 4 久保 卓哉( 9 吉田 実成都)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月23日(日) 後期 第2節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ同志社大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ関西学院大学

桃山大 １－０ 同 大

■9月23日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

桃山大 同 大

21 圍 謙太朗 21 大杉 崇仁

30 草野 雄也 26 平田 雄己

2 朴 斗翼 40 坂本 拓人

3 谷口 功 22 中城 諒

4 宮崎 舟 2 曽根 賢太郎

15 面家 康生 50 井上 幸樹

23 宮下 航 98 生部 麦(→ 8 矢野 亮)

14 畑中 章吾(→22 松本 翼) 7 山崎 裕平

8 大谷 壮馬(→10 寺田 舜司) 18 佐藤 匠(→30 西村 洋亮)

7 道上 隼人 9 杉山 健太(→11 見宝 憂)

9 中東 優治(→43 見留 耀太) 10 石津 令門

◆得点(アシスト)

桃山大 6分 4 宮崎 舟(15 面家 康生)

早い時点での桃山大の１点がゲームの白黒を決めた。「た

だ勝ったというだけのゲーム。偶然の得点だったからね。チャ

ンスは幾度もあった。そのうちの１点でも決めていればね」

桃山大・楚輪監督のサエない表情も、その決勝点にある。立

ち上がり早々の６分、桃山大は早いパス回しで同大陣に。こ

こで右に展開して駆け上がってきたサイドバック４,宮崎が中

央へクロスを上げた。そのボールがそのままゴール左上隅に

吸い込まれた。ラッキーとアンラッキー。この明暗は最後ま

で覆ることがなかった。

その桃山大の攻め。復帰してきたMF7,道上を軸にサイドか

ら、中央からと、変化をつけて同大ＤＦ陣を崩しにかかった

が、決定的なチャンスを作るところまでいかなかった。むし

ろ、激しさをのぞかせる同大の攻めが際立つこともあった。

「ウチはＤＦのチーム」という自信が、同大の攻撃を防ぎ切っ

たのだろう。今年低迷にあえぐ同大。「まず守備ラインを安

定させて積極的に攻めてみたい」（同大・望月慎之監督）ゲー

ムプランは、ゲーム全体を通じてイレブンに浸透はしていた

が、桃山大のGK21,圍を守護神にした自慢のＤＦ陣を突き崩せ

なかった。しかし、不運な失点に敗れはしたが、同大の攻守

とも先行きに光明が見え始めている。

（文：関西学連）

凄絶な打撃戦はびわこ大が逆転勝ち。先手はびわこ大。

７分、左ＣＫをDF2,井村がヘッドで叩き込んだ。関学大は

その直後、中央から左へのパスを受けたMF26,小林がゴー

ル右上隅にきれいに決めて追いついた。立ち上がり早々の

点取り戦は、先行きに波乱と期待を抱かせるに十分だった。

しかし、この1点ずつが両校のＤＦ意識を喚起して、中盤

が激しい先手争いの場になった。びわこ大はエースのワン

トップFW17,松田力への一発必殺パスを決めるべきお膳立

てを、関学大は後期売り出しの1，2年生カルテットの精力

的な動きでゲーム支配を目論んだ。一進一退の中でびわこ

大は、２６分、松田力がＰＫを決めて優位にたった。

後半追う関学大はカルテットが反撃の軸になった。奔放

だがシャープで、活力を秘めた動きは、５８分、MF23,泉

の右サイドの突進からのクロスを小林が合わせて同点。６

１分には、小林のタテパスを受けたFW29,呉屋が決めて逆

転に成功した。だがびわこ大は屈しなかった。逆転されて

闘志に火がついた、というべきか。こちらは松田力―MF6,

河村コンビのパス渡し。８３分に河村で追いつき、８５分、

松田力が勝ち越し点を決めて逃げ切った。内容のある好ゲー

ムだった。

（文：関西学連）

びわこ大 ４－３ 関学大

■9月23日(日) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
びわこ大 関学大
1 柴田 大地 36 村下 将梧
5 松田 陸 25 堀尾 侑司
4 石間 寛人 5 岡﨑 太一
2 井村 昌彦 3 井林 章
3 端山 亮平 16 福森 直也
7 杉山 雄亮(→10 竹内 一貴) 18 関 皓平
19 星 克弥(→16 中村 謙吾) 8 福原 翔太
6 河村 大毅 26 小林 成豪
18 矢澤 貴文 28 森 信太朗
12 三輪 優平(→33 山本 泰平) 23 泉 宗太郎(→38 前川 拓矢)
17 松田 力 29 呉屋 大翔

◆得点(アシスト)
びわこ大 7分 2 井村 昌彦( 6 河村 大毅)
関学大 7分 26 小林 成豪(18 関 皓平)
びわこ大 26分 17 松田 力
関学大 58分 26 小林 成豪(23 泉 宗太郎)
関学大 61分 29 呉屋 大翔(26 小林 成豪)
びわこ大 83分 6 河村 大毅(17 松田 力)
びわこ大 85分 17 松田 力( 6 河村 大毅)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年9月23日(日) 後期 第2節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ立命館大学

阪南大学ＶＳ近畿大学

「チームとして機能している時間が少なかった」（島

岡健太監督）という開幕戦からメンバーを入れ替えて今

節に挑んだ関西大は、７分にMF7,岡崎の左サイドの突破

からMF6,田中が決めて先制。幸先の良いスタートを切っ

たが、その後は「相手にとって怖くないサッカー」（島

岡監督）、「足元へのパスの意識が高すぎた」（MF8,和

田）と振り返ったように試合を支配するものの、シュー

トが打てず追加点が奪えない。

満足の行かない前半から一転、後半は点を奪いに前へ

出た立命大の裏へシンプルに突いてチャンスメーク。６

４分に素早いリスタートから抜け出したMF20,海田、６６

分には左CKを岡崎が直接決めて突き放しに成功。８７分

にも途中出場のFW10,安藤のパスから海田がこの日２点目

を決めて試合を決定づけた。相手の勢いに飲み込まれた

立命大は終了間際にMF20,森川が１点を返すのが精一杯だっ

たが、「やられていても前に出てくれた部分は良かった」

（仲井昇監督）と評価も。対する関西大、島岡監督は大

勝にも「今日より明日が良くなるように取り組んでほし

い」と浮かれた表情は無し。目標とする上位進出に向け、

早くも次節へと切り替えた。

（文：フリーライター 森田 将義）

阪南大 ０－２ 近畿大

■9月23日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

阪南大 近畿大

21 原田 直樹 1 大西 勝俉

19 飯尾 竜太朗 2 西浦 一志

35 朴 賛友 15 木田 稔彦

4 永井 鷹也 22 小松 桂太

3 二見 宏志 5 清水 大輔

6 本多 勇喜(→22 工藤 光輝) 4 水谷 尚貴

12 谷本 泰基(→18 奥野 将平) 14 田中 福彦

8 窪田 良 19 青山 賢吾

9 可児 壮隆 11 刈谷 聖哉(→17 吉田 彬哉)

11 泉澤 仁 9 田中 啓太(→23 田中 直基)

23 小池 恭一(→13 河田 篤秀) 30 小川 和俊(→10 山脇 揚平)

◆得点(アシスト)

近畿大 30分 11 刈谷 聖哉 (22 小松 圭太)

近畿大 90＋3分 10 山脇 揚平

首位を走る阪南大と降格圏内に沈む近畿大の一戦は

「相手の型がうまいし、簡単に崩されてしまう」という

松井清隆監督の言葉通り、立ち上がりから素早いパス回

しで阪南大が押し続ける。しかし、「ボールを回すだけ

じゃ駄目。自分たちに崩すだけの手段がなかった」とDF

3,二見が反省したようにしっかり引いてブロックを作る

近畿大の守備陣を崩せず。逆に「不細工でも良いから、

相手ＤＦの裏へ徹底的に突こう」（松井監督）という狙

い通り、３０分に粘り強い守りからのカウンターでペナ

ルティエリア左のMF11,刈谷が決めて先制点を獲得する。

後半に入っても、ペースは阪南大。前半には無かった

前線の動きで後半はチャンスを作ったが「突破の前の仕

掛けもチグハグ。リズムが出ないまま尻すぼみ。せっか

くのチャンスも判断が悪くて生かせなかった」（須佐徹

太郎監督）とゴールは奪えず。終了間際にも近畿大がカ

ウンターからFW10,山脇がPKを獲得。これを自らが決め

て試合を終えた。試合後、松井監督は「今節は文句を言

おうが、ノルマ、取り組みをこなした選手を使った。下

手でも一生懸命にやれば結果が残る事が分かったのは選

手たちにとって大きい」とコメント。残留争いに向け、

価値ある１勝となった。

（文：フリーライター 森田 将義）

関西大 ４－１ 立命大

■9月23日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 立命大

1 金谷 和幸 21 大西 健太

14 保井 隆志 2 内田 慎一郎

23 寺岡 真弘(→25 秋山 貴嗣) 4 藤原 広太朗

4 小椋 剛 3 山本 大輔

2 内田 恭兵 15 武田 有祐

6 田中 裕人 7 戸高 弘貴(→ 9 前岡 信吾)

5 稲森 睦 20 森川 裕基

8 和田 篤紀 28 谷口 智紀(→ 8 宮本 徹)

7 岡崎 建哉 29 茂 平

19 木村 一貴(→20 海田 佳祐) 11 坂本 一輝(→38 吉留 一貴)

21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 10 淵本 翔太

◆得点(アシスト)

関西大 7分 6 田中 裕人(14 保井 隆志,19 木村 一貴)

関西大 64分 20 海田 佳祐( 7 岡崎 建哉)

関西大 66分 7 岡崎 建哉

関西大 87分 10 安藤 大介(20 海田 佳祐)

立命大 90＋1分 20 森川 裕基(29 茂 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/

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
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１部リーグ 後期・第３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）、森田 将義（フリーライター）、関西学連

■9月29日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 京都産業大学ＶＳ関西学院大学
京産大の古井裕之監督は「関学には、前期は勝って、関西選手権ではやられたので、勝ち切れるサッ
カーをしてみたい。ウチは一番下だと思っているので、目の前の試合を勝っていくしかない」と話す。
関学大の成山一郎監督は「いい時間帯をもう少し。（びわこ大戦は）松田力を止めきれなかったのが
勝ちきれない要因。でも下級生のプレーに楽しみが出てきたし思い切ったプレーをしていきたい」と
話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学
大産大の全信俊コーチは「（桃山大は）固いが、開幕戦を見たがそんなによくなかったので、一瞬の
スキをどうつけるか」と話す。桃山大の楚輪博監督は「（同大戦は）文句なしのあと１点が欲しかっ
た。ウチはＤＦのチームだしそこからキチンと組み立てていくゲームをやらないと。相手がどこであ
ろうと初心に帰る、ということ」と話す。
■9月30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「選手が動いてくれないとね（笑）。ケガから復帰の馬場、田上は様子見
ながらスタメンかどうか考える」と話す。近畿大の松井清隆監督は大体大との対戦を前に気を引き締
めた表情ながら、「大学時代に教わった師匠なんで、負けてあげよう位の気持ちで行こうかなと」と
冗談も。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪学院大学
関西大の島岡健太監督は「選手同士は吹田ダービーと意気込んでいる。１試合ずつ積み重ねてきた良
い部分が出し合えれば」と話す。大院大の藤原監督は「（大産大に敗れて）切り替えて次にいくしか
ない。辛抱して辛抱して、簡単に点をやらないように」と話す。
■9月30日(日) 於：皇子山総合運動公園陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ同志社大学
びわこ大の望月聡監督は「松田力だけに頼るサッカーから、他の選手も得点できるサッカーを。同大
はやりにくくない。全員にもっと上を目指す意欲が出てきたから勝ちにいく」と話す。同大の望月慎
之監督は「（桃山大戦は）不運な失点で負けたが、攻守の内容的には及第点。とにかくウチは白星が
欲しい。さらに攻守に精度を高めて勝ちにつながるゲームをやっていく」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「今日の洗礼を引きずらず、相手がどういう風に来ても負けないようにしっ
かり戦うだけ」と話す。立命大の仲井昇監督は「今日と同じようなイメージでやれれば。９０分粘り
強く失点を防ぎながら、点をとっていきたい」と話す。


