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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月13日(土) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪産業大学ＶＳ関西学院大学

大阪学院大学ＶＳ同志社大学

入替戦ライン付近で勝ち点１７で並ぶ両校の一戦は、

関学大が逆転勝利で一歩前に出た。前後半ともに序盤

は大産大が優勢だった。先制点も大産大。７分、ＣＫ

からの折り返しをDF22,西田が頭で押し込んだ。一方

の関学大はセカンドボールをなかなか拾えず、１５分

までに４本のシュートを浴びた。前半の流れが変わり

始めたのは関学大がMF20,小幡を投入したあたりから。

「始めは中盤とボランチの距離が良かったが、その間

に20番と26番（関学大MF,小林）が入ってきて捕まえ

られなくなった」と大産大・全信俊コーチ。徐々に関

学大がサイドを起点にチャンスを作り始める。しかし

決定的なシュートには至らず、１－０で折り返した。

そして後半の立ち上がりもやはり大産大ペース。３

連敗を免れるべく追加点を狙った。しかし次にネット

を揺らしたのは関学大だった。７３分、小幡のＣＫに

DF3,井林が飛び込み同点とすると、８０分には小幡と

のワンツーでFW10,山内がゴール前に抜け出し勝ち越

しゴール。「決めるべきところで決められた」と井林。

８２分に小林が２枚目のイエローカードで退場となっ

たがリードを守り切り、関学大が後期２勝目を挙げた。

一方の大産大は３連敗となった。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

大院大 １－２ 同 大

■10月13日(土) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手

大院大 同 大

1 太田 岳志 21 大杉 崇仁

25 富永 成文 26 平田 雄己

5 大西 泰裕 22 中城 諒

4 久保 卓哉 40 坂本 拓人

139 浜崎 拓磨 25 免田 朋己

133 河合 秀人 7 山崎 裕平

6 柿木 亮介 8 矢野 亮(→50 井上 幸樹)

22 山千代 大斗 20 宮本 龍

7 望月 聖矢 18 佐藤 匠(→ 4 野地 諒平)

87 脇 裕基(→64 岡本 和輝) 9 杉山 健太(→11 見宝 憂)

129 當瀬 泰祐(→19 吉川 翔也) 10 石津 令門

(→33 西田 康貴)

◆得点(アシスト)

同 大 8分 8 矢野 亮( 7 山崎 裕平)

大院大 53分 133 河合 秀人(22 山千代 大斗)

同 大 84分 7 山崎 裕平

後期に入り勝ち・負けを繰り返しなかなか波に乗り切れ

ない大院大と、３連敗中の同大のゲームは、同大が前期開

幕戦（●０－２大院大）のリベンジを果たし、降格圏脱出

へ向け貴重な勝ち点３を手にした。

試合は早々に動いた。８分、同大MF7,山崎のＣＫにMF8,

矢野が頭で合わせ先制。同大の中軸を担う３年生２人で先

制点を奪う。その後は一進一退の攻防が続き、１－０で後

半へ。

粘りたい同大だったが、５３分、大院大MF133,河合に同

点とされると、そこから大院大の猛攻が続いた。MF6,柿木、

MF7,望月らを起点に若いアタッカー陣が同大ゴールに迫っ

た。しかしなんとか失点を防ぎ迎えた８４分、FW10,石津

がピッチ中央をドリブル突破し、ペナルティーエリア内で

倒されＰＫを獲得。これを山崎が決め再び同大がリードし、

試合はそのまま終了。同大が後期初白星を飾った。

「失点の後よく耐えた。この１勝で重苦しい雰囲気が取

れればいい」と同大・望月慎之監督。また２点に絡んだ山

崎は「次は気持ちで絶対負けないで今日以上に走り切って

勝つ」と語った。一方の大院大・藤原義三監督は「後半は

の途中からは良かったが、決めるところを決めないと」と

唇をかんだ。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

大産大 １－２ 関学大

■10月13日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手

大産大 関学大

1 朴 昇利 36 村下 将梧

4 満生 充 31 海野 貴裕

5 久良知 英範 5 岡﨑 太一

22 西田 大洋 3 井林 章

32 魚谷 輔 16 福森 直也

33 前田 敬志朗(→25 早田 詩伊生) 8 福原 翔太

7 清水 良平 12 平川 直人(→20 小幡 元輝)

(→37 森岡 大貴)

20 岡山 和輝(→28 梁 真士) 7 平山 翔太郎

6 江口 直生 23 泉 宗太郎(→25 堀尾 侑司)

10 中山 仁斗(→ 9 夏苅 光平) 26 小林 成豪

11 川西 誠 10 山内 一樹

◆得点(アシスト)

大産大 7分 22 西田 大洋( 5 久良知 英範)

関学大 73分 3 井林 章(20 小幡 元輝)

関学大 80分 10 山内 一樹(20 小幡 元輝)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月14日(日) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

阪南大学ＶＳ京都産業大学

桃山学院大学ＶＳ立命館大学

阪南大 ５－１ 京産大

■10月14日(日) 14:00 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
阪南大 京産大
21 原田 直樹 1 三宅 貴憲
19 飯尾 竜太朗 6 冨田 慧
4 永井 鷹也 67 岩本 泰士
6 本多 勇喜 5 西口 諒
3 二見 宏志 38 阿部 寛樹(→ 2 金 大貴)
8 窪田 良(→阿部 勇治) 14 松田 康佑
12 谷本 泰基 16 松田 悠佑
35 朴 賛友(→13 河田 篤秀) 13 安藤 由翔
9 可児 壮隆 11 坂本 樹是(→20 原 考徳)
11 泉澤 仁 7 松永 俊吾(→43 木匠 貴大)
23 小池 恭一(→22 工藤 光輝) 10 佐々木 一輝

◆得点(アシスト)
阪南大 32分 11 泉澤 仁
阪南大 48分 35 朴 賛友( 3 二見 宏志)
阪南大 74分 13 河田 篤秀(11 泉澤 仁)
阪南大 83分 11 泉澤 仁(22 工藤 光輝)
京産大 90分 10 佐々木 一輝(43 木匠 貴大)
阪南大 90＋2分 11 泉澤 仁( 9 可児 壮隆)

阪南大は組織でも個人でも卓越したスキルを持ちゲーム

に生かせるチーム。自らでチャンスを作り出すだけでなく、

相手のミスに鮮やかに付け込むスベもある。そこに的確な

判断力が加わる。「ウチのミスを見事に生かされてしまっ

た」（京産大・古井監督）嘆きも実感だ。京産大は中盤の

プレスにスタートからかけた。阪南大の速いテンポの展開

力とパスワークに陰りを感じさせるほどだった。だが京産

大の健闘も３２分に破られた。阪南大は右ＣＫからゴール

前の混戦に持ち込み、MF11,泉澤がヘッドで押し込んだ。こ

の１点で両校に明暗が出始め、追い打ちをかけるように阪

南大に２点目が入った。後半開始直後、阪南大はオーバー

ラップした左サイドのDF３,二見のクロスをMF35,朴が決め

た。

京産大はそれまでの勢いが先細りになり、阪南大は中盤

からトップまですっかり支配しゲームの主導権を手中にし

てしまった。７４分にFW13,河田、８３分には泉澤、９０＋

２分に泉澤がこの日３点目をマークしてゲームは阪南大の

ワンサイド。京産大は９０分にFW10,佐々木が１点を返して

完封をまぬがれるのがやっとだった。阪南大の泉澤は後期

第２節の同大戦での４得点に続いて今年２度目のハットト

リック。松田力（びわこ大）との得点王争いが白熱してき

た。 （文：関西学連）

前節、大産大に大勝して勢いに乗りたかった立命大だが

「ゴール前に人数をかけたかった」（松岡耕自コーチ）策

も空回り気味。桃山大自慢のＤＦラインを突き破れなかっ

た。逆に攻めを重視しすぎた、ということではないだろう

が、守りにスキが出た。桃山大に許した得点は、決して防

げないものではなかった。立命大は大きな悔いを残したろ

う。

桃山大の先制点は前半６分。左サイドから簡単に中央に

ドリブルで切れ込んだMF11,水頭が、そのままシュートして

決めた。立命大は、その直後、幸運にもＰＫを得て同点に

追いつき、仕切り直しのスタート。だが中盤は互角でも、

ゴール前で決定的なチャンスを作りきれず、ゲーム前の作

戦も“絵に書いた餅”状態。

そんな中で桃山大は後半開始直後に勝ち越し点を奪った。

後半、立命大はいいリズムでスタートした。左右サイドを

大きく使って中央に集約する速さもあった。ところが押さ

れていた桃山大のカウンター気味の反撃に立命大ＤＦが簡

単に破られた。５６分、MF15,面家－水頭とつながれた。そ

して７０分にもFW22,松本―MF14,畑中と速いパスが通って

決定的な３点目が入った。桃山大は凄さこそ表面に出ない

が、ここという場面での攻守の決定力、安定力はさすがで

トップ街道を走っているのもうなずける。

（文：関西学連）

桃山大 ３－１ 立命大

■10月14日(日) 11:30 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

桃山大 立命大

21 圍 謙太朗 21 大西 健太

30 草野 雄也 2 内田 慎一郎

2 朴 斗翼 4 藤原 広太朗

3 谷口 功 3 山本 大輔

4 宮崎 舟(→ 6 中田 寛人) 15 武田 有祐

15 面家 康生 7 戸高 弘貴(→13 日髙 洸平)

23 宮下 航 16 垣根 拓也(→33 栗島 拓也)

11 水頭 廉 28 谷口 智紀

14 畑中 章吾(→ 8 大谷 壮馬) 10 淵本 翔太

9 中東 優治 11 坂本 一輝

22 松本 翼(→33 小松 大樹) 9 前岡 信吾(→29 茂 平)

◆得点(アシスト)

桃山大 6分 11 水頭 廉

立命大 11分 11 坂本 一輝

桃山大 56分 11 水頭 廉(15 面家 康生)

桃山大 70分 14 畑中 章吾(22 松本 翼)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月14日(日) 後期 第5節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

関西大学ＶＳ大阪体育大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ近畿大学

インカレ出場圏内を狙う４位関西大と上位浮上を目

指す６位大体大の一戦。

立ち上がりから攻め込んだのは関西大。DF2,内田の

クロスから決定機を作り出すも決め切れない。チャン

スが訪れたのは３６分。FW17,奥田がペナルティーエリ

ア内で倒されＰＫを獲得。しかし、キッカーのＭＦ7,

岡崎のシュートは枠の外へ。関西大は先制のチャンス

を逃してしまう。一方の大体大はロングボールからゴー

ルを狙う。１４分、そのこぼれ球に反応したFW10,澤上

のシュートはＧＫ正面。互いに得点を奪えないまま、

０－０で後半へ突入する。

開始早々、岡崎のクロスに奥田が頭で合わせるもポ

ストに直撃。ペースを関西大が握る中、チャンスをも

のにしたのは大体大だった。５９分。ＦＫのこぼれ球

を澤上がゴール右隅へ突き刺し、先制。追いつきたい

関西大だが、大体大の守備を前にゴールを奪えない。

８８分にはMF5,稲森が今日２枚目のイエローカードで

退場。数的不利に立たされた関西大は、その後も最後

のところで詰め切れず無得点で試合終了。後期初黒星

を喫した。連敗を逃れた大体大の坂本康博総監督は

「前半は引き気味だったので、後半はラインをあげた

ことで関大の攻撃を防げた」と勝因を振り返った。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

びわこ大 １－４ 近畿大

■10月14日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手
びわこ大 近畿大
1 柴田 大地 1 大西 勝俉

5 松田 陸 20 安田 潤二

4 石間 寛人 15 木田 稔彦

2 井村 昌彦 5 清水 大輔

3 端山 亮平 22 小松 桂太

10 竹内 一貴 8 大北 啓介

16 中村 謙吾(→22 加藤 大樹) 4 水谷 尚貴

6 河村 大毅 14 田中 福彦(→30 小川 和俊)

7 杉山 雄亮(→18 矢澤 貴文) 11 刈谷 聖哉

12 三輪 優平(→34 久保 賢悟) 23 田中 直基(→10 山脇 揚平)

17 松田 力 7 布施 俊樹(→ 9 田中 啓太)

◆得点(アシスト)
近畿大 36分 4 水谷 尚貴(22 小松 桂太)

近畿大 38分 8 大北 啓介(22 小松 桂太)

近畿大 50分 23 田中 直基( 8 大北 啓介)

びわこ大 70分 17 松田 力( 5 松田 陸)

近畿大 90＋2分 9 田中 啓太(10 山脇 揚平)

現在３位のびわこ大と１１位近畿大の一戦は、降格圏内

脱出へ負けられない近畿大が勝利を掴み取った。

前半、得点ランキングトップを走るFW17,松田力を中心

に決定機を何度も作り出したびわこ大。しかし、びわこ大

の猛攻を何とか凌いだ近畿大がわずかなチャンスをものに

する。３６分、ＣＫをMF4,水谷が落ち着いて流し込み、先

制。続く３８分にはDF22,小松のアーリークロスにＭＦ8,

大北が頭で合わせ２点目を奪い、近畿大が２点リードで前

半を折り返す。

後半も近畿大のチャンスは続く。５０分。中央でパスを

受けたFW23,田中直がドリブルで抜け出し３点目。前半か

ら攻撃面では近畿大を圧倒したびわこ大だが、得点が遠い。

７０分、DF5,松田陸のクロスに松田力が合わせ１点を返す

も、９０＋２分には近畿大FW9,田中啓に４点目を奪われ、

試合終了。放ったシュート数は近畿大の倍だったが、カウ

ンターと守備に苦しめられた。びわこ大・望月聡監督は

「自分たちのリズムのある時に点が取れれば良かった」と

再三にわたる決定機を逃したことを悔やんだ。一方、４－

１と快勝した近畿大・松井清隆監督は「負ける気がしなかっ

た」とコメント。１部残留へ負けられない戦いが続く

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関西大 ０－１ 大体大

■10月14日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手

関西大 大体大

1 金谷 和幸 1 姫野 昂志

14 保井 隆志 2 山口 幸太(→ 4 濱上 孝次)

23 寺岡 真弘 12 坂本 修佑

4 小椋 剛 3 菅原 渉

2 内田 恭兵 5 馬場 将大

6 田中 裕人 6 山本 大稀

5 稲森 睦 14 池永 航

8 和田 篤紀(→27 辻 拓郎) 8 山田 貴文

7 岡崎 建哉 11 田上 勇輝(→18 安田 圭佑)

17 奥田 勇太(→20 海田 佳祐) 10 澤上 竜二

19 木村 一貴(→10 安藤 大介) 9 伊佐 耕平(→35 坂口 豪)

◆得点(アシスト)

大体大 59分 10 澤上 竜二(12 坂本 修佑)



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
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１部リーグ 後期・第６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

北野 裕子（ＵＮＮ関西学生報道連盟）、和氣 大輔（関学スポーツ）、関西学連

■10月20日(土) 於：山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ立命館大学
連敗は避けたい大院大の藤原義三監督は「気分を立て直して踏ん張るしかない」と話す。立命大の松

岡耕自コーチは「前期は大産大に（３－０から追いつかれた）引き分けたショックが尾を引いて、次

の大院大に負けた。今度は受けずにウチのいいところ、積極性を前面に出して戦いたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都産業大学
びわこ大の望月聡監督は「次戦の京産大も必死で来るだろうが、自分たちのやろうとしていることを
やる」と話す。京産大の古井裕之監督は「阪南大には完敗。それを教訓にしたいが。びわこ大とは前

期も競ったが、あの時よりチーム力は上がってきてる。やはり松田力をどう押さえるかが、勝つため
の第一条件」と話す。
■10月21日(日) 於：キンチョウスタジアム

第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ近畿大学
関西大の島岡健太監督は「ゲームは続いていくので、沈まずに前向きにやっていきたい」と話す。対

する近畿大の松井清隆監督は「降格がかかっている。関大にはプライドをかけて準備する」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪産業大学

阪南大の須佐徹太郎監督は「勢いに乗った時の大産大はドンドン蹴ってくるから。前期もそれにやら
れた。ＤＦコントロールをしっかりやって。優勝するにはもう落とせないから」と話す。３連敗中の
大産大だが「メンタル面はよくなってきている」と、全信俊コーチ。勝って浮上のきっかけをつかみた

い。
■10月22日(月) 於：高槻市立総合スポーツセンター
第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ同志社大学

大体大の坂本康博総監督は「余裕はない。次戦の同志社は攻めてくるので攻守ともに受け身にならず
にやっていきたい」と話す。残留に向け連勝を狙う同大の望月慎之監督は「選手は少しずつ自信を回
復している。次も同じような表情で臨めれば」と語る。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西学院大学
桃山大の楚輪博監督は「（前節は）３点目を取って落ち着いた。関学には過去の戦績から苦手意識が

あるようだ。立命戦のような内容では苦しい。弱気にならぬように戦う」と話す。残留争いからは一
歩抜け出した関学大。「まずは結果を求めたい」とDF3,井林章は意気込む。


