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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月26日(金) 後期 第7節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪学院大学ＶＳ関西学院大学

関西大学ＶＳ京都産業大学

試合消化数が１つ少ない５位大院大と１つ多い６位関

学大の対戦。その勝点差は４。インカレ圏内浮上を狙う

大院大にとっても、残留争いから一歩抜け出したい関学

大にとっても重要な一戦だ。

MF6,柿木のミドルで大院大が口火を切った試合。関学

大も左サイドからの早い攻めで対抗する。そして、先制

したのは大院大。２６分、MF7,望月が倒されて得たＰＫ

をMF22,山千代が冷静に決めた。だが、関学大も８分後

にMF13,卯田のパスをFW29,呉屋がゴール左スミに強烈な

シュートを突き刺し追いつく。しかし同点もつかの間、

３７分に大院大はカウンターからFW87,脇のパスから望

月がＧＫの出際をふわりと浮かせて決め突き放す。

後半、試合は大院大ペースで進むが、次の得点で勝敗

が分かれそうな展開。そしてその１点を決めたのは関学

大だった。やや幸運なＰＫを冷静にDF3,井林が決めた。

４日前の桃山大戦では２－２と追いつかれながら９０分

を過ぎた土壇場で決勝点を決めた関学大。この日は終盤

に派手な逆転劇を見せる。右サイドMF26,小林のクロス

からのゴール前の混戦、最後はMF18,関が押し込むと、

もう大院大に時間は残されていなかった。これで関学大

は３連勝。上位との対戦が続く大院大には手痛い一敗と

なった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

関西大 １－０ 京産大

■10月26日(金) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

関西大 京産大

1 金谷 和幸 1 三宅 貴憲

14 保井 隆志 6 冨田 慧

23 寺岡 真弘 5 西口 諒

4 小椋 剛 2 金 大貴

2 内田 恭兵 38 阿部 寛樹

5 稲森 睦(→10 安藤 大介) 14 松田 康佑

6 田中 裕人 17 髙橋 直大(→20 原 考徳)

8 和田 篤紀(→28 藤原 賢土) 13 安藤 由翔

7 岡崎 建哉 11 坂本 樹是(→ 7 松永 俊吾)

19 木村 一貴(→17 奥田 勇太) 15 野島 大輝(→30 美濃部 寛貴)

21 篠原 宏仁 10 佐々木 一輝

◆得点(アシスト)

関西大 66分 7 岡崎 建哉(21 篠原 宏仁)

首位阪南大との勝点差は８。優勝のためにはもう連勝

しかない４位関西大と、１つでも勝点を積み重ね、例年

にない混戦状態の下位グループから浮上したい１１位京

産大との対戦。

試合は両チームともに積極性に欠け、なかなかシュー

トに持ち込めず、決定機といえば４５分のＦＫから京産

大DF2,金のボレーシュートくらいで、シュート数も京産

大が３、関大はわずか１と低調な内容の前半。

後半まずチャンスを迎えたのは京産大。関西大のミス

を突きMF11,坂本がGKと１対１になるが決められない。

さらにＦＫをMF17,高橋が狙うがワクを捉えられない。

パスはつながるものの、相手を脅かすチャンスが作れな

い関西大は後半開始からFW17,奥田、５７分にFW10,安藤

を投入し、なんとか局面打開を図る。そして６６分、ス

コアを動かしたのは関西大だった。MF21,篠原のパスを

受けたMF7,岡崎の豪快なミドルが京産大ゴールに突き刺

さる。その後奥田、篠原と連続チャンスを決められず、

京産大を突き離せない関西大。京産大もショートカウン

ターからFW10,佐々木が惜しいループシュートを見せる

がバーを越えた。内容としては負けていなかった京産大

には悔しい敗戦、上位との対戦を前に関西大には貴重な

勝利となった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

大院大 ２－３ 関学大

■10月26日(金) 11:30 KICK OFF
於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手
大院大 関学大
1 太田 岳志 36 村下 将梧

25 富永 成文(→139 浜崎 拓磨) 31 海野 貴裕

4 久保 卓哉 5 岡﨑 太一

5 大西 泰裕 3 井林 章

20 日髙 大地 16 福森 直也

6 柿木 亮介 18 関 皓平(→ 7 平山 翔太郎)

9 吉田 実成都 8 福原 翔太

22 山千代 大斗 23 泉 宗太郎(→10 山内 一樹)

7 望月 聖矢 13 卯田 堅悟(→20 小幡 元輝)

87 脇 裕基(→16 長友 啓悟) 26 小林 成豪

129 當瀬 泰祐(→33 西田 康貴) 29 呉屋 大翔

◆得点(アシスト)

大院大 26分 22 山千代 大斗

関学大 34分 29 呉屋 大翔(13 卯田 堅悟)

大院大 37分 7 望月 聖矢(87 脇 裕基,20 日髙 大地)

関学大 83分 3 井林 章

関学大 88分 18 関 皓平



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月26日(金) 後期 第7節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪産業大学ＶＳ同志社大学

立命館大学ＶＳ近畿大学

大産大 ３－１ 同 大

■10月26日(金) 14:00 KICK OFF
於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手
大産大 同 大

1 朴 昇利 21 大杉 崇仁

4 満生 充 26 平田 雄己

5 久良知 英範 22 中城 諒

22 西田 大洋 40 坂本 拓人

32 魚谷 輔 25 免田 朋己

11 川西 誠(→25 早田 詩伊生) 7 山崎 裕平

7 清水 良平 20 宮本 龍

13 太田 悠人 8 矢野 亮(→37 山田 直)

6 江口 直生 18 佐藤 匠(→23 佐藤 公彦)

15 森脇 大介(→20 岡山 和輝) 11 見宝 憂

10 中山 仁斗(→35 山内 達郎) 55 白石 健人(→10 石津 令門)

◆得点(アシスト)

大産大 34分 6 江口 直生

大産大 47分 6 江口 直生( 7 清水 良平)

同 大 60分 10 石津 令門(20 宮本 龍)

大産大 62分 6 江口 直生( 4 満生 充)

ここまで１勝５敗と厳しい戦いが続く大産大と、最下

位に沈みながら２連勝中と浮上の兆しをみせる同大の戦

いは、大産大MF6,江口直生が輝きを放った。前半からピッ

チを幅広く使い同大を圧倒する大産大。同大はGK21,大杉

崇仁のファインセーブなどで猛攻を凌ぐも３４分、ゴー

ル前で得たFKを江口が落ち着いて決め大産大が先制する。

後半早々にはバックパスの判定で得た間接FKをまたし

ても江口が豪快に蹴り込み２－０。試合を決めにかかる。

しかし、同大も６０分、後半途中から投入されたFW10,石

津令門がロングシュートをたたき込み１点を返し、息を

吹き返したかに思われた。だがその２分後、右サイドか

らのクロスを江口が振り向きざまにニアを抜くシュート

を放ちハットトリック達成。その後は大産大が試合をしっ

かりとクローズさせ、３－１で勝利し前期の借りを返し

た。大産大はサイドからFWのさらに奥深くを狙ったオフェ

ンスで同大を押し込み、放ったシュートは２１本。攻撃

の確かな形をみせた。同大は２連勝後の戦いだけに多少

の気の緩みがあったか。これから残留を争う相手との直

接対決が続くだけに、しっかりと切り替え、まずは自動

降格圏からの脱出を狙いたい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

降格争いから脱するべく勝利を目指す両チームの戦

い。前半は立命大がボールポゼッションし試合の主導

権を握りにかかり、対する近畿大がFWからの精力的な

ディフェンス、素早い攻守の切り替えからカウンター

を狙う構図。均衡を破ったのは立命大だった。３９分、

MF13,日高洸平のラストパスをゴール前に攻め上がっ

ていたDF15,武田有祐が落ち着いて決めて１－０で前

半を折り返す。

後半も試合を優位に進めたのは立命大。近畿大の厚

いブロックを徐々に押し込み、サイドからの突破を図

りチャンスを作っていく。そして６４分、FW11,坂本

一輝が落ち着いて相手DFをかわしてからゴール右隅に

シュートを流し込み追加点。２－０で勝利し、連敗を

２でストップさせた。立命大はサイドから効果的にチャ

ンスを創出し勝利を挙げるも、中盤ではイージーミス

でボールを失う場面も散見され、プレーの精度に課題

を残した。対して近畿大は２試合連続で完封負け。固

く粘り強いディフェンスには定評があるだけに、持ち

味のハードワークを活かしたカウンターにオフェンス

の活路を見出したい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

立命大 ２－０ 近畿大

■10月26日(金) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

立命大 近畿大

21 大西 健太 1 大西 勝俉

6 山田 樹 2 西浦 一志

4 藤原 広太朗 15 木田 稔彦

34 髙橋 将吾 20 安田 潤二

15 武田 有祐 5 清水 大輔

13 日髙 洸平(→ 7 戸高 弘貴) 4 水谷 尚貴

16 垣根 拓也 8 大北 啓介(→ 6 松本 惇史)

28 谷口 智紀 14 田中 福彦

8 宮本 徹(→29 茂 平) 11 刈谷 聖哉(→10 山脇 揚平)

11 坂本 一輝 23 田中 直基(→ 9 田中 啓太)

10 淵本 翔太(→ 9 前岡 信吾) 7 布施 俊樹

◆得点(アシスト)

立命大 39分 15 武田 有祐(13 日髙 洸平)

立命大 64分 11 坂本 一輝( 8 宮本 徹)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年10月28日(日) 後期 第7節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

阪南大学ＶＳ大阪体育大学

インカレ出場を狙うには共に負けられない両校。桃山

大は加えて前節、関学大に痛い星を落としている。連敗

だけは絶対に避けたいところ。その意気込みはスタート

からいいバランスのとれた動きに出た。びわこ大のエー

ス・松田力への対策も万全。中盤からの速いチェックとD

F2,朴、DF3,谷口の両センターバックの対応で完全に封じ

切った。そんな中で桃山大に先制点が生まれた。桃山大

はＭＦ11,水頭、ＦＷ7,道上の際立った動きと連携も良かっ

た。１３分、桃山大はＤＦ陣のパスカットからのロング

ボールを道上が巧く処理して先制点を奪った。道上は今

季初ゴール、桃山大には時間といいベストだった。

びわこ大は激しいポジションチェンジと精力的な動き

で反撃の活路を求めたが、惜しいことにパスの精度に欠

け、絶対的なチャンスを作り出せなかった。桃山大は持

ち味のＤＦ網でびわこ大の攻撃陣を封じながら、追加点

の機を狙い続け、６２分、待望の追加点を奪った。先制

点後も動きの衰えなかった水頭、道上が軸になり、今度

はFW9,中東が絡まって水頭が決めた。びわこ大は動きそ

のものには桃山大を圧倒するものがあったが、お互いの

意志の疎通に欠ける部分が多く現出し、空回り状態になっ

てしまったのは惜しまれる。

（文：関西学連）

阪南大 ４－２ 大体大

■10月28日(日) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
阪南大 大体大
21 原田 直樹 1 姫野 昂志

19 飯尾 竜太朗 2 山口 幸太(→18 安田 圭佑)

35 朴 賛友(→ 2 藤内 建太) 12 坂本 修佑

4 永井 鷹也 3 菅原 渉

3 二見 宏志 5 馬場 将大

12 谷本 泰基(→29 阿部 勇治) 6 山本 大稀

8 窪田 良 14 池永 航

9 可児 壮隆 8 山田 貴文

11 泉澤 仁 11 田上 勇輝(→35 坂口 豪)

22 工藤 光輝(→13 河田 篤秀) 10 澤上 竜二

23 小池 恭一 9 伊佐 耕平(→ 4 濱上 孝次)

◆得点(アシスト)

大体大 15分 10 澤上 竜二( 2 山口 幸太)

大体大 45分 6 山本 大稀( 8 山田 貴文)

阪南大 50分 23 小池 恭一( 9 可児 壮隆)

阪南大 57分 12 谷本 泰基(11 泉澤 仁)

阪南大 81分 11 泉澤 仁(19 飯尾 竜太朗)

阪南大 83分 11 泉澤 仁

２点を先行された阪南大が後半の猛反撃で大逆転劇を

演じた。前半の大体大は素晴らしい攻防を見せた。中盤

で速さと正確さを持つ阪南大に引けを取るどころか、鋭

さと粘っこさでは阪南大を上回ってチャンスメイクでは

一歩先んじた。大体大の先制点は15分、右サイドからの

早い仕掛けでFW10,澤上がクリーンシュート。前半終了間

際の45分、また速い展開でMF8,山田―MF6,山本で、絶対

的ともいえる２点目を叩き込んだ。が、後半、攻守とこ

ろを変えてしまった。大体大のスタミナ切れというには

あまりにもさびしい。大体大の「足が止まって」しまっ

た。中盤のプレスに鋭さがなくなっては、阪南大の組織

力と個人技に抗すべきスベはない。阪南大は自在にチャ

ンスを作り出し「ゴール前でもう少し正確さがあればもっ

と点を取れた」と阪南大・須佐監督に言わしめたほど。

後半の阪南大は、５０分、MF9,可児のシュートのリバ

ウンドをFW23,小池が押し込み、５７分には粘ってドリブ

ルインしたMF11,泉澤からのパスをMF12,谷本が決めて同

点。８１分には勝ち越し点、８３分にはダメ押し点をい

ずれも泉澤が決めて大体大を突き放した。得点王争いで

泉澤は松田力（びわこ大）に３点差と詰め寄った。

（文：関西学連）

桃山大 ２－０ びわこ大

■10月28日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

桃山大 びわこ大

21 圍 謙太朗 1 柴田 大地

30 草野 雄也 5 松田 陸

2 朴 斗翼 16 中村 謙吾(→ 7 杉山 雄亮)

3 谷口 功 4 石間 寛人

4 宮崎 舟 3 端山 亮平

23 宮下 航(→17 海老名 翔太) 17 松田 力

20 菅原 鉄平 34 久保 賢悟(→10 竹内 一貴)

11 水頭 廉 32 青山 喜典

10 寺田 舜司(→14 畑中 章吾) 18 矢澤 貴文(→33 山本 泰平)

9 中東 優治(→43 見留 耀太) 6 河村 大毅

7 道上 隼人 22 加藤 大樹

◆得点(アシスト)

桃山大 13分 7 道上 隼人( 4 宮崎 舟)

桃山大 62分 11 水頭 廉( 9 中東 優治)



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～
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１部リーグ 後期・第8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

竹内 淳人（同志社スポーツアトム編集局）、貞永 晃二（サッカーライター）、関西学連

■11月3日(土) 於：大阪長居第２陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西大学
桃山大の楚輪博監督は「総理大臣杯に出られなかったから、今度は。そのためには相手が何処であろ
うともう負けられない。勝つ、という思いを込めた、気持ちの入ったプレーをやり続けたい」と話す。
関西大の島岡健太監督は「（桃山大は）手堅い。GK中心に守備は固いし、前線に道上のように早い選
手もいて、中盤は面家がゲームをコントロールしている。ウチは自分たちのサッカーをしたいが、相
手ありきのサッカーであることをもう少し自覚してほしい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪学院大学
阪南大の須佐徹太郎監督は「大院大には前期苦しめられた。ＤＦラインを含めて中盤でももっとディ
フェンスの心を植え付けないと。まだまだ危機管理の点で不満なので」と話す。大院大の藤原義三監
督は「勇気を持っていかないと。チャレンジして行くだけ」と話す。
■11月3日(土) 於：三木総合防災公園陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ近畿大学
関学大の井林章選手は「（近畿大に）ボールを支配してもカウンターでチャンスを作られる。セット
プレーで取られないように。自分たちのペースで相手を崩せるかどうかが大事になってくる」と話す。
近畿大の松井清隆監督は「どこが相手でも同じ。練習からしっかりやっていくしかない」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学
びわこ大の望月聡監督は「順位を上げる、インカレ出場にはこれからが勝負。大産大はいいチーム。
メンタルでは負けていないので、技術面で上回れれば」と話す。大産大の全信俊コーチは「びわこ大
は掴みどころがなく、何故か負けてしまう印象。やはりFW17,松田力をどう抑えるかがキーポイントに
なる」と話す。
■11月4日(日) 於：大阪長居第２陸上競技場
第1試合 11:30 KICK OFF 京都産業大学ＶＳ同志社大学
京産大の古井裕之監督は「気持ちを強く持ってやらなければいけない。残り４試合、気持ちが９割。
勝たなければ今までやってきた事の意味がなくなる。おおげさになるがサッカー人生をかけて、集大
成として臨ませたい」と話す。同大の望月慎之監督は「京産大は前線からハードワークをしてくる。
そこにしっかりと対応して試合を組み立てていきたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ立命館大学
大体大の坂本康博総監督は「これから苦しい相手との対戦が続く。個人で劣るのだからもっと組織の
力を出さないと。若手を投入するなどショックが必要かもしれない。立命大の松岡耕自コーチは「大
体大はフィジカルが強い選手が揃うだけに、まずは守備から。しっかりと準備をして試合に入りたい」
と話す。


