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桃山大(38) １－２ 関西大(34)

阪南大(42) ３－０ 大院大(27)

関学大(27) ０－０ 近畿大(16)

びわこ大(30) ４－６ 大産大(23)

京産大(18) １－０ 同 大(14)

大体大(21) １－２ 立命大(23)
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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月3日(土・祝) 後期 第8節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ関西大学

阪南大学ＶＳ大阪学院大学

首位阪南大との勝点差１の２位桃山大だが、上位４チー

ムの中で唯一延期試合がないため、もはや１つも落とせな

い試合が続く。３位関西大にとってはインカレ出場圏確保

に前進するために２位との勝点差「７」を縮めたい一戦。

試合が動いたのは２５分、関西大は右サイドDF14,保井

の蹴ったＦＫをＧＫがキャッチできずＤＦのクリアも小さ

くこぼれたところをDF23,寺岡が冷静なシュートを決め先

制する。リードすればボールキープに優る関西大は余裕を

持って試合を進めていく。そして前半終了間際に右サイド

をDF2,内田が突破、低いクロスに飛び込んだFW19,木村が

合わせ２点差をつけて後半へと折り返した。

後半、やや守りの姿勢に入った関西大に対して、「（次

の１点を）先に取ればわからない」という楚輪監督の言葉

通り、後半桃山大は攻勢を強め、６０分に交代を２人同時

に投入すると４分後、DF30,草野の右ＣＫをFW7,道上がヘッ

ドで決めて１点差に迫った。桃山大は関西大にボールを支

配されながらもシュートは許さず、スキを突いて鋭いカウ

ンターを仕掛けるがシュート精度を欠き同点にはできない。

「前半２点差のハンディは大きかった」と桃山大・楚輪監

督が悔やんだ試合は関西大の辛勝に終わった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

阪南大 ３－０ 大院大

■11月3日(土・祝) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

阪南大 大院大

21 原田 直樹 1 太田 岳志

19 飯尾 竜太朗 25 富永 成文

4 永井 鷹也 4 久保 卓哉

6 本多 勇喜 5 大西 泰裕

3 二見 宏志 20 日髙 大地

8 窪田 良 6 柿木 亮介

12 谷本 泰基(→42 高田 祥生) 9 吉田 実成都(→129 當瀬 泰裕)

9 可児 壮隆 22 山千代 大斗

11 泉澤 仁 7 望月 聖矢(→37 木野田 涼)

29 阿部 勇治(→13 河田 篤秀) 87 脇 裕基

23 小池 恭一(→22 工藤 光輝) 64 岡本 和輝(→133 河合 秀人)

◆得点(アシスト)

阪南大 65分 13 河田 篤秀(11 泉澤 仁)

阪南大 68分 6 本多 勇喜( 8 窪田 良)

阪南大 82分 13 河田 篤秀( 3 二見 宏志)

前半０－２から大逆転で大体大を倒した首位・阪南

大と、２－１とリードしながら残り７分から関学大に

逆転負けを喫した大院大。対照的な前節の結果は、こ

の一戦の内容に多少なりとも影響を及ぼしたようだ。

序盤から大院大は攻守に精彩がなく、阪南大に試合

を支配された。その阪南大も決定機といえば、３８分

のMF11,泉澤のヘッドと終了間際のFW29,阿部のヘッド

がGK1,太田に阻まれた場面くらい。スコアレスのまま

前半は終わった。

後半に入り、先制点の欲しい阪南大は５５分、満を

持してFW13,河田を送り込む。大院大FW64,岡本が決定

機を外した直後の６５分、泉澤のパスを受けた河田が

決め先制すると、畳みかけるように３分後MF8,窪田の

右ＣＫからDF6,本多が滞空時間の長いヘッドで叩き込

み２－０と差を広げる。大院大は２人のFW、129,當瀬

と37,木野田を投入し、まずは１点を狙うが、阪南大・

河田を中心とするパワフルな攻めへの対応に精一杯で、

攻撃に注力できない。そして８２分、左タッチからの

スローインを受け、そのまま強引に進んだ河田が３点

目を押し込むと、大院大に反撃意欲は残っていなかっ

た。１試合残り試合の少ない２位桃山大との勝点差を

４に広げた阪南大はＶロードをまた一歩前進した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

桃山大 １－２ 関西大

■11月3日(土・祝) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大 関西大

21 圍 謙太朗 1 金谷 和幸

30 草野 雄也 14 保井 隆志

2 朴 斗翼 4 小椋 剛

3 谷口 功 23 寺岡 真弘

4 宮崎 舟 2 内田 恭兵

15 面家 康生 5 稲森 睦

20 菅原 鉄平(→ 8 大谷 壮馬) 8 和田 篤紀(→28 藤原 賢土)

11 水頭 廉(→10 寺田 舜司) 6 田中 裕人

14 畑中 章吾(→22 松本 翼) 7 岡崎 建哉

9 中東 優治 19 木村 一貴(→17 奥田 勇太)

7 道上 隼人 21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介)

◆得点(アシスト)

関西大 25分 23 寺岡 真弘

関西大 43分 19 木村 一貴( 2 内田 恭兵)

桃山大 64分 7 道上 隼人(30 草野 雄也)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月3日(土・祝) 後期 第8節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

関西学院大学ＶＳ近畿大学

びわこ大 ４－６ 大産大

■11月3日(土・祝) 14:00 KICK OFF
於：三木総合防災公園陸上競技場

◇出場選手
びわこ大 大産大
1 柴田 大地 1 朴 昇利
5 松田 陸 32 魚谷 輔
32 青山 喜典 22 西田 大洋
4 石間 寛人 3 阪口 聡一
33 山本 泰平 5 久良知 英範
10 竹内 一貴 13 太田 悠人(→20 岡山 和輝)
6 河村 大毅 7 清水 良平
16 中村 謙吾(→19 星 克弥) 6 江口 直生
18 矢澤 貴文(→ 7 杉山 雄亮) 11 川西 誠(→25 早田 詩伊生)
12 三輪 優平 10 中山 仁斗(→ 9 夏苅 光平)
17 松田 力 4 満生 充

◆得点(アシスト)
大産大 7分 7 清水 良平
大産大 37分 11 川西 誠( 6 江口 直生)
大産大 50分 11 川西 誠(10 中山 仁斗)
大産大 54分 7 清水 良平( 4 満生 充)
びわこ大 66分 12 三輪 優平
大産大 68分 10 中山 仁斗
大産大 70分 10 中山 仁斗( 7 清水 良平)
びわこ大 76分 17 松田 力
びわこ大 81分 5 松田 陸
びわこ大 85分 5 松田 陸(17 松田 力)

前節桃山大に敗れ４位に後退したびわこ大と入替戦内の

９位と苦しむ大産大の一戦は両チーム点の取り合いとなっ

た。

前半７分にいきなり試合は動く。大産大のMF7,清水が左

足を振りぬくと見事、ゴール右に突き刺さった。その後は

びわこ大がボールを支配するがブロックを作った大産大を

崩すことができず、サイドからのクロスも大産大ＤＦ陣が

はじき返す。大産大の追加点は３７分。MF6,江口のパスか

ら裏に抜けたMF11,川西が持ち込みゴール。大産大が２－０

で前半を終了する。

後半に入り反撃したいびわこ大だったが大産大が５０分

に川西、５４分に清水がそれぞれがこの日２点目を決めリー

ドを広げる。びわこ大は６６分にFW12,三輪が１点を返し反

撃の口火を切るが直後の６８分、７０分に大産大FW10,中山

にゴールを許し差を５点に広げられてしまう。その後びわ

こ大は前線に人数をかけ、７６分にFW17,松田力、８１分、

８５分にDF5,松田陸が決めて２点差まで追い上げるが反撃

はここまで。

負けたびわこ大は２連敗で３位関西大との勝ち点差が４

に広がりインカレ出場に向けて厳しい状況に立った。対す

る大産大は６得点をあげ８位に順位を上げた。

（文：関西学連 幹事）

２試合連続で終了間際のゴールで連勝中の６位関学大と

現在１１位と厳しい状況の近畿大の一戦。

試合は関学大がボールを支配し、近畿大がブロックを作

り守備を固めボールを奪ったら得意のハードワークで縦に

速く攻める展開。最初のビッグチャンスは関学大に訪れる。

１６分、関学大MF23,泉が右サイドから中央へドリブルで切

り込むとペナルティエリアの前からスルーパス。そのパス

で抜けたMF26,小林がＧＫとの１対１を迎えるも決められず。

両チームゴールを奪えず無得点のまま前半を終える。

後半に入っても関学大がボールを支配する展開は変わら

ない。しかし残り時間が半分を過ぎると徐々に中盤が空き

だし、両チームにシュートチャンスが増える。しかし両チー

ムのＤＦ陣が体をはりゴールを与えない。

関学大は上位陣より消化試合数が多いが、わずかながら

残るインカレ出場圏の３位に向けて最後までゴールを狙う

も悔しいスコアレスドロー。対する近畿大は残留に向けて

勝利が欲しかったがGK1,大西は「守備は安定している」と

振り返り、後期第２節の阪南大戦以来の無失点。次は点を

とり残留に向けて勝ち点３が欲しい。

（文：関西学連 幹事）

関学大 ０－０ 近畿大

■11月3日(土・祝) 11:30 KICK OFF

於：三木総合防災公園陸上競技場

◇出場選手

関学大 近畿大

36 村下 将梧 1 大西 勝俉

40 浅田 有佑 15 木田 稔彦

5 岡﨑 太一 20 安田 潤二

3 井林 章 22 小松 桂太

16 福森 直也 5 清水 大輔

18 関 皓平(→ 7 平山 翔太郎) 4 水谷 尚貴

8 福原 翔太 17 吉田 彬哉(→ 8 大北 啓介)

23 泉 宗太郎 19 青山 賢吾

13 卯田 堅悟(→10 山内 一樹) 11 刈谷 聖哉

26 小林 成豪 23 田中 直基(→ 9 田中 啓太)

29 呉屋 大翔(→37 森岡 大貴) 14 田中 福彦(→30 小川 和俊)

◆得点(アシスト)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年11月4日(日) 後期 第8節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

京都産業大学ＶＳ同志社大学

大阪体育大学ＶＳ立命館大学

ともに残留争いを繰り広げる両チームの一戦は、点差

以上に京産大がゲームを支配した戦いとなった。前半か

ら攻勢に出た京産大がセカンドボールをしっかり拾い、

波状攻撃を仕掛ける。右SBにDF5,西口主将、左SBにDF13,

安藤を置き、サイドから押し込む攻撃的布陣がはまった

形だ。ただ、チャンスは作り出すものの、同大も体を張っ

た粘り強いディフェンスとGK21,大杉のビッグセーブも

あり、前半は０－０で折り返す。

後半も主導権は京産大が握る。５４分、パスミスを拾っ

たFW10,佐々木が一人で持ち込み右隅を狙うも、ここも

同大大杉が片手でシュートを弾き出す。同大の反撃は６

２分、FW11,見宝の落としをMF18,佐藤匠がダイレクトで

合わすも、京産大GK1,三宅が落ち着いて対応する。そし

て６９分にようやく試合を動かしたのは京産大だった。

左サイドからの佐々木の鋭いクロスにFW7,松永がドンピ

シャヘッド。この1点を守りきり、１試合消化試合の多

い京産大が、同大を突き放した。京産大は両SBを高い位

置に置きながらも、できたスペースをMF14,松田康がしっ

かりと埋めリスク管理に成功。終始ゲームを支配した。

対する同大は球際の競り合いで後れを取り、シュート数

はわずか３本。１対１で思い切った勝負を仕掛け、ゴー

ルチャンスを創出していきたい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

大体大 １－２ 立命大

■11月4日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

大体大 立命大

21 森廣 泰彦 21 大西 健太

2 山口 幸太(→ 3 菅原 渉) 2 内田 慎一郎

12 坂本 修佑 4 藤原 広太朗

4 濱上 孝次 34 髙橋 将吾

5 馬場 将大 15 武田 有祐

6 山本 大稀 13 日髙 洸平(→10 淵本 翔太)

14 池永 航 16 垣根 拓也

8 山田 貴文 28 谷口 智紀

11 田上 勇輝(→35 坂口 豪) 8 宮本 徹(→29 茂 平)

10 澤上 竜二 11 坂本 一輝

9 伊佐 耕平(→18 安田 圭佑) 9 前岡 信吾(→20 森川 裕基)

◆得点(アシスト)

立命大 51分 9 前岡 信吾(13 日髙 洸平)

大体大 73分 9 伊佐 耕平

立命大 90＋1分 11 坂本 一輝(15 武田 有祐)

２試合連続の４失点負けを喫している大体大は前半、FW

9,前岡、FW11,坂本の２トップで臨んできた立命大に慌て

ず対応しシュートを１本に抑える。ただ、チャンスも作り

だせず、両チーム無得点で前半を折り返す。

後半は早々に試合が動いた。５１分、立命大が素早いカ

ウンターからMF13,日髙が自慢の快速で左サイドを駆け上

がり、クロス。ファーサイドでこの日先発に抜擢された前

岡が冷静に合わせて先制する。その後も日高のループシュー

トなどで追加点を狙うも決めきれず。すると７３分、大体

大がゴール前の混戦からFW9,伊佐が左足を振り切り試合を

振り出しに戻す。そしてこのまま引き分けで終わるかと思

われた９０＋１分、立命大DF15,武田がスルーパスに抜け

出し落としたボールを、坂本が左足で巻いてサイドネット

に突き刺し劇的な決勝点。立命館が連勝を飾った。しかし、

日髙が目立った攻撃は少々単発気味で「中盤で繋ぐことが

できなかった」（立命館・松岡耕自コーチ）と自慢のポゼッ

ションフットボールにはまだまだ満足していない。大体大

は３連敗。「点の取られ方が悪い。守りが不安材料」(大

体大・坂本康博総監督)と、ここ３試合で１０失点の守備

陣を立て直したい。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

京産大 １－０ 同 大

■11月4日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

京産大 同 大

1 三宅 貴憲 21 大杉 崇仁

13 安藤 由翔 26 平田 雄己

67 岩本 泰士 22 中城 諒

2 金 大貴 40 坂本 拓人

5 西口 諒 25 免田 朋己

14 松田 康佑 7 山崎 裕平

11 坂本 樹是(→20 原 考徳) 8 矢野 亮(→98 生部 麦)

17 高橋 直大(→30 美濃部 寛貴) 20 宮本 龍

15 野島 大輝 18 佐藤 匠(→23 佐藤 公彦)

7 松永 俊吾(→16 松田 悠佑) 11 見宝 憂

10 佐々木 一輝 29 西村 拓馬(→10 石津 令門)

◆得点(アシスト)

京産大 69分 7 松永 俊吾(10 佐々木 一輝)



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！！
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１部リーグ 後期・第９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）、和氣 大輔（関学スポーツ）

■11月10日(土) 於：大阪長居スタジアム

第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪学院大学

びわこ大の望月聡監督は「うちはもう負けられない。相手がどこであっても関係ない。とにかく残り

４連勝を目指す」と話す。大院大の藤原義三監督は「松田力をなんとか（止めたい）。総力戦でやる」

と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 阪南大学ＶＳ関西大学

阪南大の須佐徹太郎監督は「出場停止２人は痛い。関西大には負けていないが、相当（な勢いで）来

ると思う。面と向かってやりあえるチームにはあまり負けていない」と話す。関西大の岡崎建哉選手

は「阪南大には４年間一度も勝っていないので、インカレ優勝に向けて勝ちたい」と話す。

■11月10日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪産業大学ＶＳ近畿大学

大産大の太田悠人主将は「一試合一試合が本当に大事になってくる。1年間やってきたことを残りの試

合に全部ぶつけ、チーム全員で戦い抜く」と話す。自動降格圏を脱したい近畿大の松井清隆監督は

「もう勝つしかない。無失点に抑えたい」と語る。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学

桃山大の楚輪博監督は「あと３試合あるが、一つひとつが大事。トーナメントと思ってやる」と話す。

大体大の坂本康博総監督は「桃山大は単純にうまい。練習からしっかりとやるしかない。対策はこれ

から練る」と話す。

■11月11日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ同志社大学

インカレは絶望的となった関学大だが、岡﨑太一選手は「降格圏の相手は必死で来ると思うが、それ

を上回るくらいの気持ちで戦う」と気を引き締めた。同大の望月慎之監督は「関学大は前線でボール

が収まる。攻撃的なチームだけに得意な形にもちこませないようにしたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 京都産業大学ＶＳ立命館大学

京産大の古井裕之監督は「立命館は個が強く、ポゼッションができるチーム。チーム全体で戦って守

備からリズムをつくっていきたい」と話す。立命大の松岡耕自コーチは「（京産大とは）互いに手の

内が分かっている。良さの消しあいになると思うが、ポゼッションをしっかりしていきたい」と話す。


