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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月6日(土) 後期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ京都産業大学

阪南大学ＶＳ関西学院大学

「もったいないゲーム」と京産大・古井監督が悔やん

だが、京産大は貴重な勝ち点３を逃したゲームだった。

前半の京産大は、細かくパスをつないでくる桃山大に、

速い出足と精力的な動きで制し、ボール奪取からはショー

トカウンター気味の攻めで桃山大を追い込むゲーム運び。

京産大の左右サイドのチャンスメイクも申し分なかった。

だが決定的なチャンスで「ディフェンスのチーム」を標

榜する桃山大のＤＦラインのカベを突き破れなかったの

と、先制した後の再三のシュートミスが響いた。京産大

の先制点は３２分。京産大は桃山大ゴール前で大きく左

右に展開した後、左のMF13,安藤からの速いクロスをFW7,

松永が決めた。いい時間帯での先制点で京産大の攻めに

勢いがついた。しかし、その後のチャンスで追加点を取

れなかったことが悔いを残すことになった。タラ、レバ

はいけないが、波に乗っていた前半に追加点を取ってい

れば京産大にはうれしい白星を手中に出来ていたかも。

桃山大は後半、中盤の動きが良くなって主導権をにぎ

るシーンが多くなった。そして５６分、右ＣＫからオウ

ンゴールを呼んで同点に追いついた。しかし桃山大は後

半ポゼッションで優位に立ちながら得点に結びつけられ

なかった。

（文：関西学連）

阪南大 ３－１ 関学大

■10月6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 関学大

21 原田 直樹 36 村下 将梧

19 飯尾 竜太朗 31 海野 貴裕

4 永井 鷹也 5 岡﨑 太一

6 本多 勇喜 3 井林 章

3 二見 宏志 16 福森 直也

12 谷本 泰基(→42 高田 祥生) 18 関 皓平

8 窪田 良 8 福原 翔太

9 可児 壮隆 23 泉 宗太郎(→10 山内 一樹)

11 泉澤 仁 28 森 信太朗(→12 平川 直人)

13 河田 篤秀(→29 阿部 勇治) 26 小林 成豪

23 小池 恭一 29 呉屋 大翔(→37 森岡 大貴)

◆得点(アシスト)

関学大 18分 29 呉屋 大翔( 3 井林 章)

阪南大 26分 4 永井 鷹也( 9 可児 壮隆)

阪南大 54分 8 窪田 良(11 泉澤 仁)

阪南大 78分 11 泉澤 仁(19 飯尾 竜太朗)

攻めで常に先手を取りながら敗れた２節の近畿大戦。

３節は台風の影響でゲームは延期。注目された阪南大だ

が、逆転勝ちながら強さを誇示した。相変わらず立ち上

がりから素早いパス回しでゲームの主導権を握る阪南大

に対し、関学大は１，２年のフレッシュ・カルテットが

阪南大を揺さぶった。そして関学大が先制点を奪った。

１８分、DF3,井林からFW29,呉屋へのタテパス1本。それ

が見事に決まって呉屋が叩き込んだ。先制されて阪南大

の攻守のリズムが鋭さを増した。同点は２６分。ペナル

ティエリア左角のＦＫを生かしてDF4,永井が決めた。阪

南大は５４分、エースMF11,泉澤がドリブルでゴール前に

持ち込み、パスを受けたMF8,窪田が決めて勝ち越し、７

８分には右サイドから攻めてDF19,飯尾がつないでMF11,

泉澤が決めてダメを押した。同点に追いついてからの阪

南大は攻守に本来のリズムを取り戻し、危なげのないゲー

ム運びで関学大を圧倒した。

関学大は先制点を奪った後も、守りに入るのではなく

右からMF23,泉が、左は28,森の若手を軸に果敢にチャン

スメイクして阪南大に挑んだが、決定的なシュートチャ

ンスを呼びこむまでには至らなかった。しかし若手を軸

にした攻撃陣は魅力十分で、先行きに楽しみを抱かせる。

（文：関西学連）

桃山大 １－１ 京産大

■10月6日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 京産大

21 圍 謙太朗 1 三宅 貴憲

30 草野 雄也 6 冨田 慧

2 朴 斗翼 67 岩本 泰士

3 谷口 功 5 西口 諒

4 宮崎 舟 38 阿部 寛樹

15 面家 康生 8 千谷 優介

23 宮下 航 14 松田 康佑

14 畑中 章吾 13 安藤 由翔

7 道上 隼人(→43 三留 耀太) 16 松田 悠佑(→15 野島 大輝)

(→43 木匠 貴大)

9 中東 優治(→24 中西 倫也) 7 松永 俊吾(→11 坂本 樹是)

10 寺田 舜司(→11 水頭 廉) 10 佐々木 一輝

◆得点(アシスト)

京産大 32分 7 松永 俊吾(13 安藤 由翔)

桃山大 56分 オウンゴール



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月6日(土) 後期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ同志社大学

大阪産業大学ＶＳ立命館大学

関西大 ３－０ 同 大

■10月6日(土) 14:00 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手

関西大 同 大

1 金谷 和幸 21 大杉 崇仁

14 保井 隆志 26 平田 雄己

23 寺岡 真弘 22 中城 諒

4 小椋 剛 40 坂本 拓人

2 内田 恭兵 2 曽根 賢太郎(→25 免田 朋己)

6 田中 裕人 7 山崎 裕平

5 稲森 睦 20 宮本 龍

8 和田 篤紀 8 矢野 亮

7 岡崎 建哉 30 西村 洋亮(→98 生部 麦)

20 海田 佳祐(→17 奥田 勇太) 11 見宝 憂

21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 29 西村 拓馬(→10 石津 令門)

◆得点(アシスト)

関西大 78分 6 田中 裕人(17 奥田 勇太, 5 稲森 睦)

関西大 90＋1分 7 岡崎 建哉( 2 内田 恭兵)

関西大 90＋3分 10 安藤 大介( 8 和田 篤紀)

後期リーグ未だ勝ち星のない同大と、負けなしの関西

大の一戦。同大は最下位脱出、関西大はインカレ出場圏

内を目指し共に負けられない。

前半は拮抗した展開となった。開始早々、同大FW11,見

宝がDFの裏に抜け出しGKとの1対1を迎えるが惜しくも得

点を奪えず。その後も激しいプレスから関西大の攻撃を

つぶし、チャンスを狙う。一方、関西大は２０分。DF14,

保井のクロスにMF7,岡崎が頭で合わせるもわずかに外れ

ゴール上へ。両者共に決定機をものに出来ない。

０－０で迎えた後半、関西大が猛攻を仕掛ける。５５

分には岡崎のパスを受けたFW20,海田がゴール前へ抜け出

すも決め切れず。試合が動いたのは７８分だった。MF5,

稲森からのクロスを途中出場のFW17,奥田が折り返し、最

後はMF6,田中が頭で合わせ先制。「我慢してこじ開ける

ことが出来た」と島岡健太監督。待望の得点をあげ、勢

いづいた関西大は９０＋１分、９０＋３分と岡崎、FW10,

安藤が立て続けに得点を奪い、３－０とした。３失点と

なった同大は、後半は関西大にペースを掴まれる苦しい

展開となった。MF8,矢野のFKから絶好のチャンスを迎え

るもポストに嫌われ、無得点のまま試合終了。４連敗に、

望月慎之監督は「自信を失っているのが一番の原因」と

話した。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

現在リーグ８位の大産大と、１０位に沈む立命大の一

戦。ともに上位浮上を目指し、勝ち点３をあげたいとこ

ろだ。

試合は１４分、立命大MF28,谷口のパスからFW11,坂本

がミドルシュートを決め、立命大が先制。大産大はワン

チャンスをものにされ得点を許すも、積極的にシュート

を狙いペースを握った。

１－０で迎えた後半。互角な戦いを見せた前半から試

合は一転する。５４分、MF7,戸高のパスをFW10,淵本が

合わせ２点目を奪うと、５５分。PA内で坂本がGKをかわ

し、ループシュートを沈め３点目。立て続けに失点を喫

した大産大は５８分にクリアミスを犯し、オウンゴール

を献上。「２、３失点目で崩れた」と大産大・櫛引実監

督が話したように、大産大は修正できないまま失点を重

ねる。立命大はその後も７０分にFW9,前岡のパスをPAに

走り込んだ戸高が５点目をあげると、７４分。坂本がMF

16,垣根のパスから自らドリブルで持ち込み、ハットト

リックを達成。９０＋１分には戸高がPKをきっちりと決

め、試合を７―０とする。大産大は終盤に何とかゴール

を狙うも得点は奪えず、無得点で終わった。試合後、勝

利した立命大の仲井昇監督は「ようやく点が入った」と

大量得点に満足げな表情を浮かべた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

大産大 ０－７ 立命大

■10月6日(土) 11:30 KICK OFF
於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手
大産大 立命大
51 神園 優 21 大西 健太
4 満生 充 2 内田 慎一郎(→ 6 山田 樹)
5 久良知 英範 4 藤原 広太朗
3 阪口 聡一 3 山本 大輔
28 梁 真士 15 武田 有祐
13 太田 悠人 7 戸高 弘貴
6 江口 直生(→22 西田 大洋) 28 谷口 智紀
20 岡山 和輝(→33 前田 敬志朗) 16 垣根 拓也
11 川西 誠 20 森川 裕基(→ 9 前岡 信吾)
7 清水 良平 10 淵本 翔太
9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗) 11 坂本 一輝(→17 山田 俊毅)

◆得点(アシスト)
立命大 14分 11 坂本 一輝(28 谷口 智紀)
立命大 54分 10 淵本 翔太( 7 戸高 弘貴)
立命大 55分 11 坂本 一輝( 3 山本 大輔)
立命大 58分 オウンゴール
立命大 70分 7 戸高 弘貴( 9 前岡 信吾)
立命大 74分 11 坂本 一輝(16 垣根 拓也)
立命大 90＋1分 7 戸高 弘貴



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月8日(月・祝) 後期 第4節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪学院大学ＶＳ近畿大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪体育大学

暫定５位大院大と暫定１１位近畿大の対戦。前節は

台風のためともに試合が延期されたが、特に首位阪南

大を２－０で倒した勢いに乗りたかった近畿大にとっ

ては文字通り水をさされた形となった。大院大は上位

進出のため、近畿大は残留のためと目標こそ異なるが、

勝点３を積み重ねたい。

前半守備的に入った近畿大に対して、ポゼッション

で上回る大院大が試合を支配し、MF7,望月の組み立て

から左SB25,富永とMF9,吉田のコンビで左サイドからし

ばしば崩すが、なかなかシュートまで持ち込めない。

近畿大はMF11,刈谷がタテへ、中へとドリブルを仕掛け

チャンスを作るがこれも単発に終わる。そして先制点

は４４分、大院大MF6,柿木のボレーがネットに突き刺

さる。

後半、追撃したい近畿大だったが、大院大はペース

を手離さず、５０分を過ぎて巧みなパスワークから幾

度とチャンスを作るが肝心のシュートはワクを外れた

り、勢いがなくGKに難なく処理された。６３分のFW129,

當瀬のシュートも近畿大GK1,大西の左手一本でのファ

インセーブに阻まれる。６８分、近畿大はMF17,吉田と

MF14,田中福がシュートを連発するがゴールは割れない。

大院大の攻めも迫力を欠き、なんとか守り切った大院

大が勝利を手にした。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

びわこ大 ２－０ 大体大

■10月8日(月・祝) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

びわこ大 大体大

1 柴田 大地 1 姫野 昂志

5 松田 陸(→19 星 克弥) 2 山口 幸太

4 石間 寛人 12 坂本 修佑

2 井村 昌彦 3 菅原 渉

33 山本 泰平 5 馬場 将大

7 杉山 雄亮 6 山本 大稀

16 中村 謙吾 14 池永 航

6 河村 大毅 8 山田 貴文(→26 永冨 誠也)

10 竹内 一貴(→39 谷尾 駿) 11 田上 勇輝(→18 安田 圭佑)

12 三輪 優平(→34 久保 賢悟) 10 澤上 竜二

17 松田 力 9 伊佐 耕平

◆得点(アシスト)

びわこ大 24分 17 松田 力( 4 石間 寛人)

びわこ大 78分 17 松田 力( 5 松田 陸)

大体大DF陣が現在得点王のびわこ大FW17,松田力をいか

に止めるか。勝敗のカギはそこにあった。前半から押し気

味のびわこ大は、松田力へのダイレクトボールからチャン

スを作り、シュートで終われなくともマークを引きつけポ

スト役で味方を活かす。大体大はセットプレーで相手ゴー

ルを脅かすが、流れからは好機を作れない。そして２４分、

びわこ大は右サイドからDF4,石間がハイクロス、大体大Ｄ

ＦはＧＫに任せたが、競り合った相手が悪かった。ＧＫ1,

姫野が伸ばした手の上で頭を合わせた松田力の９戦連続得

点で先制した。３０分を過ぎ大体大がペースを奪うが、相

手ゴールを脅かしたのは、びわこ大MF6,河村の直接ＦＫだっ

た。

６０分を過ぎ再び大体大が押し込む時間帯。しかし、

「真ん中ばかり。サイドから入れないと」とは大体大・坂

本総監督。びわこ大DF陣にとっては的が絞りやすかった。

スピードのある交代カードを投入する大体大だが、びわこ

大は中央を固め、シュートブロックに身体を張って耐える

と、エースが仕事をしてくれる。７８分、右サイドを崩し、

DF5,松田陸のクロスにファーでうまくマークをかわした松

田力のヘッドが貴重な２点目。１４試合１７得点、もう止

められない。

（文：サッカーライター 貞永晃二）

大院大 １－０ 近畿大

■10月8日(月・祝) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大院大 近畿大

1 太田 岳志 1 大西 勝俉

25 富永 成文 2 西浦 一志

4 久保 卓哉 15 木田 稔彦

5 大西 泰裕 22 小松 桂太

139 浜崎 拓磨(→40 田中 翔太) 5 清水 大輔

6 柿木 亮介 4 水谷 尚貴

9 吉田 実成都(→16 長友 啓悟) 6 松本 惇史(→10 山脇 揚平)

22 山千代 大斗 14 田中 福彦

7 望月 聖矢 11 刈谷 聖哉

87 脇 裕基 9 田中 啓太(→ 7 布施 俊樹)

48 枡屋 竜治(→129 當瀬 泰裕) 30 小川 和俊(→17 吉田 彬哉)

◆得点(アシスト)

大院大 44分 6 柿木 亮介



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５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）、関西学連

■10月13日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 大阪産業大学ＶＳ関西学院大学
大産大の櫛引実監督は「大敗の後なので、まずは立て直したい」と話す。対する関学大の成山一郎監
督は「大産大には過去、勝っているので勝ちにいく。若手を育て、生かせるゲームを大産大戦だけで
なく今後ともやっていきたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ同志社大学
大院大の藤原義三監督は「（同大は）こわい。相手の勝たないといけないという気持ちに負けないよ
うにしないと。同大の調子は悪いとは思っていない」と話す。対する同大の望月慎之監督は「こぼれ
球をつなぐ、セカンドボールへの対応など攻撃を確認して形を作りたい」と話す。
■10月14日(日) 於：キンチョウスタジアム
第1試合 11:30 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ立命館大学
桃山大の楚輪博監督は「（京産大戦は）後半は何とかゲームになったが、攻守がバラバラ。立命大と
は前期も難しいゲームになった。勢いにも乗っているしバラバラの攻守を考え直さないと」と話す。
対する立命大の仲井昇監督は「今日の試合が次戦への自信を持つきっかけになってほしい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ京都産業大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「京産大は粘り強いチーム。ツメ方が悪いのでもう少しスムーズに行ける
ように。そして背後を取れるようゲームを運びたい」と話す。対する京産大の古井裕之監督は「（桃
山大戦は）もったいない、前半が。阪南大に出来ることをコンパクトにして、ジュズつなぎのように
やって抵抗するよりない」と話す。
■10月14日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪体育大学
関西大の島岡健太監督は「ずっと続いている自分たちの課題を克服出来るようにしたい」と話す。対
する大体大の坂本康博総監督は「いるメンバーでやるしかない。関大のつなぐサッカーにどれだけ振
り回されないように冷静にやれるか。横パスで遊んでくれたらいいんだけど」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ近畿大学
びわこ大の望月聡監督は「近大はいやなチーム。しっかり守ってくる。攻めたらポロンとやられてい
たが、ちょっとそういうのは解消できてきた。近大にもそういうところを見せられればいい」と話す。
対する近畿大の松井清隆監督は「（松田力を擁する）びわこ大の完封に挑戦したい。相手はサイドも
いいし、DFも粘り強くなっている」と話す。


