
第６節結果

大院大(27) ３－２ 立命大(17)

びわこ大(30) ２－０ 京産大(15)

関西大(28) １－０ 近畿大(15)

阪南大(36) ４－３ 大産大(17)

大体大(21) １－４ 同 大(14)

桃山大(35) ２－３ 関学大(23)
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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月20日(土) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪学院大学ＶＳ立命館大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都産業大学

「このまま上位グループに食らいつくか、下位グルー

プに落ちるかを占う一戦」と大院大の藤原義三監督が

位置付けたこの試合、大院大は序盤から積極的にプレ

スを仕掛けて攻勢に出る。１５分にショートカウンター

からMF7,望月の技ありゴールで先制を果たすと、３６

分にも左サイドでボールを受けたMF9,吉田が切り込ん

でネットを揺らし、早い段階でリードを広げる。一方

の立命大はアタッキングサードまでボールを運ぶには

至るものの、次のプレーで恐さを発揮することができ

ず、前半は終了。

５３分にはMF22,山千代が３点目を奪い、大院大が

試合を決定付けたかのように思われた。しかし、その

後は立命大が松岡耕自コーチの「恐がらずに前を向い

て仕掛けよう」との指示通りサイドを果敢に突破し、

決定機を演出。５６分にMF29,茂のゴールで一点を返

すと、７７分にはDF3,山本の打点の高いヘディングシュー

トが決まり、一点差に迫る。それでも最後に笑ったの

は大院大であった。波に乗った立命大の猛攻を凌ぎ切

り、苦しみながらも勝ち点３をもぎとった。「今日の

勝利は大きい」と試合後に安堵の表情を浮かべた藤原

監督。一方の立命大は最初に与えた３失点が最後まで

響いた格好となった。

（文：フリーランス 長谷川 顕三）

びわこ大 ２－０ 京産大

■10月20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

びわこ大 京産大

1 柴田 大地 1 三宅 貴憲

5 松田 陸 6 冨田 慧

4 石間 寛人 67 岩本 泰士

32 青山 喜典 5 西口 諒

33 山本 泰平 38 阿部 寛樹

10 竹内 一貴(→34 久保 賢悟) 14 松田 康佑

16 中村 謙吾 16 松田 悠佑

6 河村 大毅 13 安藤 由翔(→17 高橋 直大)

18 矢澤 貴文 7 松永 俊吾(→15 野島 大輝)

12 三輪 優平(→22 加藤 大樹) 10 佐々木 一輝

17 松田 力 30 美濃部 寛貴(→20 原 考徳)

◆得点(アシスト)

びわこ大 25分 17 松田 力

びわこ大 90＋1分 18 矢澤 貴文(17 松田 力)

インカレ出場にむけて現在の順位を死守したいびわこ大

と後期未だに勝ち星のない京産大による一戦は２－０でび

わこ大が勝利した。

シュートシーンの少ない立ち上がりから初めにスコアが

動いたのは２５分。積極的なプレスからボールを奪ったび

わこ大MF6,河村がペナルティーエリア内で京産大ＤＦの不

用意なファールを誘い、ＰＫを獲得。これを現在得点量産

中のFW17,松田力が左隅に決めてびわこ大が先制点を挙げ

る。先制を許した京産大は「後期になってから勝てておら

ず、今日勝たなければならないという変なプレッシャーが

あった」と古井裕之監督が語った通り、何度も攻撃の形を

作りながらもフィニッシュの精度を欠き、追いつけないま

ま刻一刻と時間だけが過ぎる。終了間際にはリスクを冒し

て前がかりになった隙を突かれ、カウンターから失点。内

容自体は悪くなかっただけに、試合を大きく左右したＰＫ

が悔やまれる結果となった。試合後、びわこ大の望月聡監

督は「結果的には２－０で勝てたものの、内容は逆でもお

かしくなかった」と前置きしながらも、「うちらしい我慢

強さが出せた」と、９０分間ハードワークを惜しまなかっ

た選手達を称えた。

（文：フリーランス 長谷川 顕三）

大院大 ３－２ 立命大

■10月20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
大院大 立命大
1 太田 岳志 21 大西 健太

25 富永 成文 6 山田 樹

4 久保 卓哉 4 藤原 広太朗

5 大西 泰裕 3 山本 大輔

20 日髙 大地 15 武田 有祐

6 柿木 亮介 7 戸高 弘貴(→13 日髙 洸平)

9 吉田 実成都(→133 河合 秀人) 16 垣根 拓也

22 山千代 大斗 28 谷口 智紀

7 望月 聖矢(→64 岡本 和輝) 29 茂 平(→32 双木 亜門)

87 脇 裕基 11 坂本 一輝(→ 9 前岡 信吾)

129 當瀬 泰祐(→33 西田 康貴) 10 淵本 翔太

◆得点(アシスト)

大院大 15分 7 望月 聖矢( 6 柿木 亮介)

大院大 36分 9 吉田 実成都( 6 柿木 亮介)

大院大 53分 22 山千代 大斗(20 日髙 大地)

立命大 56分 29 茂 平( 6 山田 樹,16 垣根 拓也)

立命大 77分 3 山本 大輔(10 淵本 翔太)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月21日(日) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

関西大学ＶＳ近畿大学

阪南大 ４－３ 大産大

■10月21日(日) 14:00 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
阪南大 大産大
21 原田 直樹 1 朴 昇利
19 飯尾 竜太朗 4 満生 充
4 永井 鷹也 22 西田 大洋
6 本多 勇喜 30 大出 佳孝(→25 早田 詩伊生)
3 二見 宏志 32 魚谷 輔
12 谷本 泰基 11 川西 誠
8 窪田 良 3 阪口 聡一(→15 森脇 大介)
9 可児 壮隆 13 太田 悠人
11 泉澤 仁(→29 阿部 勇治) 6 江口 直生
35 朴 賛友(→22 工藤 光輝) 7 清水 良平
23 小池 恭一(→13 河田 篤秀) 9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗)

◆得点(アシスト)
大産大 9分 11 川西 誠( 6 江口 直生)
阪南大 14分 23 小池 恭一( 3 二見 宏志)
大産大 19分 7 清水 良平
阪南大 40分 9 可児 壮隆
大産大 47分 6 江口 直生
阪南大 63分 23 小池 恭一(19 飯尾 竜太朗)
阪南大 90＋1分 13 河田 篤秀( 9 可児 壮隆)

先行する大産大、その度に阪南大が追いつき、最後に阪南大

が勝ち越し点を奪った。阪南大の地力勝ちといったところか。

ボランチのＭＦ3,阪口を下げて５枚のＤＦラインで守備を固め

てカウンターに賭けた大産大。その策が早々と実って大産大が

先行した。９分、MF6,江口からMF11,川西へ速いパス1本。阪南

大の反撃も早かった。１４分、速いパス回しから左に展開、DF3,

二見のクロスにFW23,小池がヘッド。大産大の厚いＤＦ陣をもの

ともしなかった。だが大産大も負けてはいない。１９分、今度

も速い攻めが阪南大ＤＦを切り裂く。FW7,清水が一人で持ち込

んでクリーンシュート。この先行で大産大ＤＦ陣が落ち着きを

取り戻し、阪南大の攻勢を随所で寸断し優位にたった。それで

も阪南大の攻勢は勢いが衰えず、４０分、ゴール前混戦の中か

らMF9,可児が同点打を叩き出した。

後半、また大産大が先行する。４７分、右ＣＫを起点にこぼ

れたボールを江口が決めた。トラの子ともいうべきこの１点を

大産大ＤＦ陣は必死に守った。ゴール前での数的優位を十分に

生かし切ったものだった。しかし、阪南大は再三、シュートチャ

ンスを潰されながら６３分、二見、DF19,飯尾の両サイドを生か

した大きな左右の展開からFW23,小池がヘッドで決めて同点にし、

アディショナルタイム１分、FW13,河田の決勝ゴールに結びつけ

た。

（文：関西学連）

関西大が後半アディショナルタイム２分、エースのＦＷ7,

岡崎がゴールマウスに会心の一蹴を叩き込んで貴重な１勝

を手中にした。関西大はインカレ出場を得るために、一方、

近畿大は降格を阻むためにはどうしても落とせない。両校

の意地がぶつかり合って激しい攻防戦になった。

中盤を華麗なパスワークと厚さで関西大に、どうしても

後手を踏みがちの近畿大は、オールコートに激しいプレッ

シングで対抗、関西大のペースにさせなかった。それでも

ゲームの主導権は、長短を織り交ぜ、左右への展開と近畿

大ＤＦ網を揺さぶり続ける関西大が握った。その関西大の

苦しんだ最大の要因は決定力。シュート数が前半の近畿大

０に対して関西大は６、後半は近畿大５に対して関西大は

１１。

中盤では近畿大の果敢なチャージング、ゴール前では近

畿大GK1,大西を中心としたＤＦ陣の好守があったにせよ、

関西大のシュートに決定力があれば、ここまで苦しむこと

はなかった。スコアレスドローが予想されたゲームは、関

西大・岡崎の１点で両校に明暗が出て、関西大は貴重な勝

ち点を積み上げた。近畿大は前節、びわこ大の攻勢に圧倒

された中でカウンター攻撃に活路を見出したように、カウ

ンター戦法に賭けたが実らなかった。

（文：関西学連）

関西大 １－０ 近畿大

■10月21日(日) 11:30 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

関西大 近畿大

1 金谷 和幸 1 大西 勝俉

14 保井 隆志 20 安田 潤二

23 寺岡 真弘 15 木田 稔彦

4 小椋 剛 22 小松 桂太

2 内田 恭兵 5 清水 大輔

6 田中 裕人 8 大北 啓介(→ 6 松本 惇史)

28 藤原 賢土 14 田中 福彦(→10 山脇 揚平)

8 和田 篤紀(→21 篠原 宏仁) 33 福井 秀

7 岡崎 建哉 11 刈谷 聖哉(→13 黄山 晃宏)

20 海田 佳祐(→10 安藤 大介) 9 田中 啓太

19 木村 一貴(→17 奥田 勇太) 23 田中 直基

◆得点(アシスト)

関西大 90＋2分 7 岡崎 建哉( 6 田中 裕人)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月22日(月) 後期 第6節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ同志社大学

桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

ともに連勝を狙うゲームは、同大が逆転劇で快勝し

た。

立ち上がりは大体大ペース。左サイドを中心に同大

ゴールを襲った。そして７分、MF11,田上が味方とのパ

ス交換で中央を打開し先制する。しかし１２分、同大

MF7,山崎のスルーパスからMF18,佐藤が決め同点となる。

この後も攻勢に出たのは大体大だったが、前半はこの

まま折り返した。

迎えた後半、状況が一変した。大体大の攻撃が徐々

に散発になり、逆に同大は相手陣内に人数をかけて押

し込み始めた。そして６５分、左ＳＢのDF,26平田から

のボールにMF20,宮本が合わせついに同大が勝ち越すと、

勢いそのままに６７分にも再び平田のクロスから加点

し３―１となる。ここからは大体大が目を覚ましたか

のように攻め立てたが、決定機を生かせず追い付けな

い。すると後半ロスタイムにダメ押し点を奪われ万事

休す。大体大は暫定７位に順位を落とした。「いいの

は前半だけだった。肝心なところで力が出せない」と

大体大・坂本康博監督。けが人が多いのも悩みの種だ。

一方、連勝を飾った同大・望月慎之監督は「前と後ろ

の攻守のイメージが共有できてきている。チームとし

ての守りも波が少なくなった」と満足気だった。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

桃山大 ２－３ 関学大

■10月22日(月) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

桃山大 関学大

21 圍 謙太朗 36 村下 将梧

30 草野 雄也 31 海野 貴裕

2 朴 斗翼 5 岡﨑 太一

3 谷口 功 3 井林 章

27 渡邊 敬也 16 福森 直也

15 面家 康生 18 関 皓平

20 菅原 鉄平 8 福原 翔太

14 畑中 章吾(→ 8 大谷 壮馬) 23 泉 宗太郎(→37 森岡 大貴)

11 水頭 廉(→43 見留 耀太) 13 卯田 堅悟(→ 7 平山 翔太郎)

9 中東 優治(→22 松本 翼) 20 小幡 元輝(→29 呉屋 大翔)

7 道上 隼人 10 山内 一樹

◆得点(アシスト)

桃山大 12分 9 中東 優治

関学大 22分 10 山内 一樹( 8 福原 翔太)

関学大 62分 29 呉屋 大翔(18 関 皓平)

桃山大 68分 15 面家 康生(43 見留 耀太)

関学大 90＋3分 29 呉屋 大翔( 8 福原 翔太)

関学大が劇的勝利で桃山大に後期初の土をつけた。

先制したのは桃山大。１２分にＰＫを獲得し、FW9,中東

が一度はキーパーに止められるもこぼれ球を押し込んだ。

このまま桃山大ペースになるかと思われたが、２２分に

ＰＫをFW10,山内のゴールで同点に。そこからは一進一

退の展開となるも、ゲームは動かず後半へ。

後半に入り、関学大は山内のポストプレーを起点に攻

撃を組み立てる。そして６２分、途中出場のFW29,呉屋

がＣＫを頭で合わせ逆転に成功する。しかし６８分、桃

山大がMF15,面家のゴールで再び同点とするとここから

は互いにゴール前のチャンスが増え白熱した展開に。だ

が桃山大はリーグ最少失点の堅守で、関学大は積極的な

プレスでゴールを割らせなかった。しかしロスタイムに

突入し残り数秒というところで関学大が呉屋のゴールで

勝ち越し、試合はそのまま終了。上位追撃を狙う関学大

が今季２度目の連勝を飾った。関学大の成山一郎監督は、

「後半に入ってポストプレーがうまくいった。数字的に

インカレ諦めたくはない」とコメント。一方の桃山大・

楚輪博監督は「よく追い付いたと思うがそのあとの勢い

は関学大の方があった。ここからは自分たちの力でもう

一度勝ち上がらないといけない」と話した。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

大体大 １－４ 同 大

■10月22日(月) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

大体大 同 大

1 姫野 昂志 21 大杉 崇仁

3 菅原 渉 26 平田 雄己(→ 4 野地 諒平)

12 坂本 修佑 22 中城 諒

14 池永 航 40 坂本 拓人

5 馬場 将大 25 免田 朋己

6 山本 大稀 7 山崎 裕平(→37 山田 直)

8 山田 貴文 20 宮本 龍

26 永冨 誠也(→ 4 濱上 孝次) 8 矢野 亮

11 田上 勇輝(→35 坂口 豪) 18 佐藤 匠

10 澤上 竜二 11 見宝 憂

9 伊佐 耕平(→20 久保田 駿斗) 29 西村 拓馬(→10 石津 令門)

◆得点(アシスト)

大体大 7分 11 田上 勇輝( 9 伊佐 耕平)

同 大 12分 18 佐藤 匠( 7 山崎 裕平)

同 大 65分 20 宮本 龍(26 平田 雄己)

同 大 67分 18 佐藤 匠(26 平田 雄己)

同 大 90＋2分 10 石津 令門(18 佐藤 匠)



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７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

長谷川 顕三（フリーランス）、和氣 大輔（関学スポーツ）、関西学連

■10月26日(金) 於：高槻市立総合スポーツセンター

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ関西学院大学
大院大の藤原義三監督は「蹴られても我慢して自分達のサッカーがどれだけできるか。繋いで繋いで

裏を取れれば」と話す。２戦連続逆転勝ちで勢いに乗る関学大。成山一郎監督は「他のチームのこと

を考えられる順位じゃない。勝ち続けるだけ」と意気込んだ。

第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ京都産業大学
関西大の島岡健太監督は「前期は（京産大に）大勝したが、今度はそうはいかない。選手が１００％
力を出せるゲームをやりたい」と話す。京産大の古井裕之監督は「相手がどこであろうと、反省を生

かして勝ち点を積み上げていかなければならない」と話す。
■10月26日(金) 於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場
第1試合 11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ近畿大学

立命大の松岡耕自コーチは「近畿大はハードワークをするという印象。ワンタッチでかいくぐること

ができれば」と話す。近畿大の松井清隆監督は「順位争いはここから。チームとして団結して戦って

いく。負けをプラス材料にして」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 大阪産業大学ＶＳ同志社大学

大産大の櫛引実監督は「今度の相手も地力があってどのポジションも強い。組み立てをしっかりやっ
て、勝ちにいきたいと話す。連勝中の同大の望月慎之監督は「チーム全体で脱出しよういう気持ちが
ある。次取れれば面白くなる」と語った。

■10月28日(日) 於：大阪長居スタジアム
第1試合 11:30 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

前節、後期初黒星を喫した桃山大。楚輪博監督は「これで貯金は使い果たした。ここからは自分たち
がいかに勝ちたいと思えるか」と語る。びわこ大の望月聡監督は「桃山は上にいくなら倒さなければ
ならないチーム。こっちは追う立場なのでやりやすい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪体育大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「出場停止が出るので。きょうもビルドアップがなってなかった。ここを
どうするか。大体大は2トップが強いので、そこへ供給させないように」と話す。大体大の坂本康博総

監督は「もう相手がどこであろうと関係ない。ガンガンやらせるしかない」と意気込む。


