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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年6月16日(土)・17日(日) 前期 第10節

第９節結果

阪南大(15) ２－０ 大院大(15)

桃山大(19) ０－０ 関西大(17)

立命大(13) ３－３ 大産大(14)

同 大(5) ２－２ 大体大(11)

びわこ大(14) ２－１ 京産大(7)

近畿大(8) １－３ 関学大(10)

( )は勝ち点
ＰＨＯＴＯ：森田直樹



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年6月9日(土) 前期 第9節 GAME RESULT

桃山学院大学ＶＳ関西大学

桃山大 ０－０ 関西大

■6月9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

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

5 染田 良輔 28 藤原 賢土

3 谷口 功 4 小椋 剛

4 宮崎 舟 25 秋山 貴嗣

15 面家 康生 24 水野 旭(→ 7 岡崎 建哉)

20 菅原 鉄平 6 田中 裕人

10 寺田 舜司(→24 中西 倫也) 8 和田 篤紀

14 畑中 章吾(→ 8 大谷 壮馬) 10 安藤 大介

17 海老名 翔太(→68 前田 圭祐) 19 木村 一貴(→23 寺岡 真弘)

9 中東 優治 21 篠原 宏仁(→20 海田 佳祐)

◆得点(アシスト)

現在リーグ首位の桃山大と２位の関西大の首位攻防戦。

関西大が勝利すれば首位が入れ替わるこの試合。両チー

ム共に負けられない一戦だ。

関西選手権を終え、選手のコンディション調整のため

メンバーを入れ替えた関西大。立ち上がりからボールが

繋がらずなかなかチャンスを作れない。前半はシュート

０本と、桃山大の守備を崩せない展開が続く。対する桃

山大は２２分、左サイドを突破したＤＦ4,宮崎舟がシュー

トを放つも、ＧＫ正面へ。前半は両チームともこれといっ

た決定機を作れず、０－０で折り返す。

迎えた後半。６１分、関西大ＭＦ7,岡崎が中央をドリ

ブルで突破し、この試合初めてのシュートを放つ。流れ

を掴みたいところだが、６３分。ＤＦ28,藤原賢士がこの

試合2枚目のイエローで退場。関西大は1人少ない状況で

のゲームを強いられる。一方の桃山大は「ボールを持っ

てもゴールに向かわない」と桃山大・楚輪監督。その言

葉通り、数的優位を生かせず、ゴールへの積極性を欠く。

試合は「果敢に攻め合うゲームではなかった」と関西大・

島岡監督が振り返ったように、両チーム共に攻めきれな

いまま０－０で終了。勝ち点１を分け合う結果となった。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

阪南大学ＶＳ大阪学院大学
リーグ戦も残り３節。現在リーグ３位の大院大と、

５位の阪南大の一戦。共に全勝し、首位を目指したい

ところだ。

試合は立ち上がりから両チームともに低調な展開と

なる。ピッチ状況の悪さも影響し、ボールを繋げずチャ

ンスを作れない。前半は膠着状態のまま終了。０－０

で後半に突入する。

前半は、放ったシュートは3本と攻撃が振るわなかっ

た阪南大。後半は積極的なミドルシュートや、右サイ

ドからのクロスで徐々にチャンスを作り出す。試合が

動いたのは７８分。大院大ＭＦ37,木野田涼のＦＫにＭ

Ｆ7,望月聖矢が頭で合わせるも、惜しくもゴールを逃

す。それを見逃さなかった阪南大。カウンターからＤ

Ｆ6,本多勇喜のクロスにＦＷ11,泉澤仁が合わせてシュー

ト。そのこぼれ球をＭＦ9,可児壮隆が押し込み待望の

先制点をあげる。続く８１分には左サイドでパスを受

けた泉澤がシュートを放ち、そのこぼれ球に反応した

ＦＷ23,小池恭一がきっちりと決め、試合は２－０へ。

大院大はＦＷ87,脇裕基がシュートを狙うもＧＫに阻ま

れるなど、攻めきれないまま得点を奪えず試合は終了。

「どちらに転ぶか、という試合だった」と大院大・藤

原監督。チャンスをものにした阪南大が勝利を収めた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

阪南大 ２－０ 大院大

■6月9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

阪南大 大院大

21 原田 直樹 1 太田 岳志

19 飯尾 竜太朗 20 日髙 大地

35 朴 賛友 5 大西 泰裕

6 本多 勇喜 16 長友 啓悟

3 二見 宏志 25 富永 成文

12 谷本 泰基 9 吉田 実成都(→54 瀧谷 亮)

37 田辺 翼 22 山千代 大斗

9 可児 壮隆 6 柿木 亮介

10 神門 拓弥(→18 奥野 将平) 7 望月 聖矢

11 泉澤 仁 87 脇 裕基

23 小池 恭一 64 岡本 和輝(→37 木野田 涼)

◆得点(アシスト)

阪南大 78分 9 可児 壮隆(11 泉澤 仁, 6 本多 勇喜)

阪南大 81分 23 小池 恭一(11 泉澤 仁,10 神門 拓弥)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年6月10日(日) 前期 第9節 GAME RESULT

同志社大学ＶＳ大阪体育大学

立命館大学ＶＳ大阪産業大学

同 大 ２－２ 大体大

■6月10日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ６フィールド

◇出場選手

同 大 大体大

21 大杉 崇仁 31 吉田 泰順

26 平田 雄己(→25 免田 朋己) 2 山口 幸太(→23 井上 航)

42 乳井 大 14 池永 航

4 野地 諒平 12 坂本 修佑

2 曽根 賢太郎 25 黒木 翔平(→28 藤山 宗徳)

18 佐藤 匠(→98 生部 麦) 18 安田 圭佑

20 宮本 龍 7 國吉 祐介

8 矢野 亮(→30 西村 洋亮) 8 山田 貴文

6 村上 慎 20 久保田 駿斗(→26 永冨 誠也)

7 山崎 裕平 27 足立 拓眞

10 石津 令門 10 澤上 竜二

◆得点(アシスト)

大体大 11分 14 池永 航( 7 國吉 祐介,25 黒木 翔平)

同 大 17分 7 山崎 裕平

同 大 73分 98 生部 麦( 7 山崎 裕平)

大体大 78分 8 山田 貴文(10 澤上 竜二)

関西選手権の優勝を惜しくも逃した大体大とリーグ戦最下位
に沈む同大の一戦。時より厳しい西日が差し込む中試合が始まっ
た。
１１分、最初のチャンスを大体大がものにする。右ＣＫをファー

サイドで待っていたＭＦ7,國吉祐介がヘディングで落とし、待っ
ていたＤＦ14,池永航が押し込む。対する同大も１７分。ＭＦ8,
矢野亮が得たＰＫをＦＷ7,山崎裕平が落ち着いて右隅に蹴り込
みすぐにゲームをふりだしに戻した。追いついて勢いに乗る同
大がチャンスを迎えるものの、山崎のシュートがポストに嫌わ
れるなど前半が終了した。
後半風上にたった大体大が猛攻を仕掛ける。両サイドから何

度もクロスを上げ、何度も決定機をつくる。押されぎみの同大
は、６９分１年生ＭＦ２人を同時に投入。その１人のＭＦ98,生
部麦が衝撃のリーグ戦デビューを飾る。投入直後の７３分。左
サイドの山崎からペナルティーエリア内でボールを受けると、
２人のＤＦを引き連れながら中に切り込んで強引にシュート。
ブラインドになったＧＫの反応が一歩遅れ、ボールはニアサイ
ドに吸い込まれた。逆転に成功した同大だが、「あの場面だけ
集中が切れた」(同大・望月監督)と７８分に一瞬の隙を突かれ
る。ＣＫのこぼれ球をＦＷ10,澤上竜二が落としたボールをＭＦ
8,山田貴文がシュート。ＤＦに当たってコースが変わったボー
ルはＧＫ21,大杉崇仁の左手をかすめゴールに転がった。最後ま
で得点を狙った両チームだがそのまま試合は終了。試合終了と
同時にピッチに倒れ込んだ選手が表すように、両チームにとっ
て上位との差を広げてしまう痛み分けとなった。

（文：同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一）

「意思統一ができていなかった」(立命大・藤原広太朗主将)と

悔やむように、立命大のゲームを大産大が驚異の粘りで追い付く

といったサッカーの怖さを知った試合であった。

試合は立命大がボールを支配し、大産大がカウンターを狙うと

いう構図で進んだ。しかし、前半はお互いに決め手がなくスコア

レスで折り返す。

迎えた後半、５８分。立命大のＦＷ11,坂本一輝のゴールを皮

切りに試合が一気に動く。６２分中盤でボールを奪い右に展開。

右からのクロスをファーサイドで待っていたＭＦ8,宮本徹が折り

返し、坂本が左足で合わせ追加点。それでも立命大の勢いは止ま

らない。６８分には、ＤＦ15,武田有佑のミドルのこぼれ球をＭ

Ｆ13,日髙洋平が押し込み、勝負あったかに見えた。しかしここ

から大産大が驚異の粘りを発揮する。失点直後の６９分。途中出

場のＤＦ7,清水良平のキックオフシュートで１点を返すと、８５

分には清水のアシストからＦＷ19,前島聖司が決め１点差に迫る。

立命大もフレッシュな選手を次々と投入するが、前線からの守備

が機能せず、逆に大産大の勢いに飲まれていく。そして迎えた後

半のアディショナルタイム。大産大ＤＦ25,早田詩伊生の右から

アーリークロスにパワープレーで残っていたＤＦ4,満生充の元へ。

ヘディングで合わせたボールは立命大のＤＦラインをすり抜け、

土壇場で追いつくことに成功しタイムアップ。最後の笛が鳴るま

で何が起こるかわからないということを示してくれた試合であっ

た。

（文：同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一）

立命大 ３－３ 大産大

■6月10日(日) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ６フィールド

◇出場選手
立命大 大産大
41 松本 実 21 古川 大輔
6 山田 樹 25 早田 詩伊生
4 藤原 広太朗 5 久良知 英範
34 髙橋 将吾 4 満生 充
15 武田 有祐 24 幾 将崇
13 日髙 洸平(→29 茂 平) 14 鈴木 峻太
16 垣根 拓也 13 太田 悠人(→20 岡山 和輝)
28 谷口 智紀 6 江口 直生
8 宮本 徹(→32 双木 亜門) 27 木幡 直也(→19 前島 聖司)
11 坂本 一輝(→ 9 前岡 信吾) 10 中山 仁斗(→ 7 清水 良平)
10 淵本 翔太 11 川西 誠

◆得点(アシスト)
立命大 58分 11 坂本 一輝(10 淵本 翔太)
立命大 62分 11 坂本 一輝( 8 宮本 徹)
立命大 68分 13 日髙 洸平
大産大 69分 7 清水 良平
大産大 85分 19 前島 聖司( 7 清水 良平)
大産大 90＋1分 4 満生 充(25 早田 詩伊生)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年6月10日(日) 前期 第9節 GAME RESULT

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ京都産業大学

近畿大学ＶＳ関西学院大学

関西大の優勝に終わった関西選手権で中断していた

リーグが再開した。７位びわこ大と１１位京産大の対

戦は、力が拮抗した相手だけにともに勝っておきたい

試合。

試合はびわこ大が７分のＦＷ6,河村大毅のポストを

叩くシュートでリズムをつかみ、ＦＷ17,松田力が京産

大ゴールに迫る。京産大は２５分を過ぎると盛り返し、

ボールも回せるようになってくるが、なかなかシュー

トに持ち込めない。

後半に入り、５１分に京産大がＦＷ10,佐々木一輝の

ドリブルからのシュートをびわこ大ＧＫ1,柴田大地に

好セーブで阻まれると、びわこ大は５７分、ＭＦ10,竹

内一貴のダイレクトシュートが左ポストをヒットする。

京産大はＦＷ30,美濃部寛貴が相手ミスに乗じてチャン

スを迎えるがこれも決め切れない。

長い均衡を破ったのは、びわこ大。８０分、右ＣＫ

からＤＦ5,松田陸のヘッドが決まった。しかし、その

リードは一瞬で暗転し、８１分に京産大は右からのク

ロスをＭＦ7,松永俊吾がダイレクトシュート、１－１

と試合は振り出しへ。京産大・佐々木のボレーがバー

に当たり、ヒヤリとしたびわこ大だったが、アディショ

ナルタイムに分厚い攻撃で京産大ゴール前になだれこ

み、最後は松田力が押し込み決勝点とした。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

関西選手権４回戦で２部の姫路獨協大に足をすくわれ

た近畿大と、辛くも５・６位決定戦に勝ち、総理大臣杯

出場権を得た関学大の対戦。リーグ順位は勝ち点差１で

近畿大９位、関学大１１位ということで、上位浮上のた

めには負けられない一戦だ。

序盤はどちらかと言えば近畿大ペース。しかし、先制

したのは１６分の関学大。左からのクロスをＭＦ23,泉

宗太郎がフリーで頭を合わせた。反撃する近畿大はＭＦ

17,吉田彬哉のＦＫはＧＫ1,横江諒に阻まれたが、３７

分からＣＫを３本続けるなど攻め立てて、４０分のＣＫ

からＤＦ5,清水大輔の高い打点のヘッドで同点とした。

だが、４５分、関学大ＭＦ26,小林成豪が個人技で２人、

３人とＤＦをかわしシュートを決めて１点リードで前半

を終えた。

後半、近畿大はＭＦ10,山脇揚平を投入し追撃に出る

が、技術で上回る関学大の攻撃で守備に費やす時間が長

く、なかなかチャンスを作れない。そして６７分には関

学大ＦＷ9,浅香健太郎にヘッドでゴールを許し１－３と

されてしまう。近畿大はＤＦ15,木田稔彦の惜しいシュー

トもあったが決まらず。最後はパワープレーに出るが、

シンプルにはね返す関学大が、そのまま試合を終わらせ

順位を９位に上げた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

近畿大 １－３ 関学大

■6月10日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ７フィールド

◇出場選手

近畿大 関学大

1 大西 勝俉 1 横江 諒

15 木田 稔彦 14 加藤 龍平(→31 海野 貴裕)

22 小松 桂太 5 岡﨑 太一

5 清水 大輔 3 井林 章

26 岩田 淳司 16 福森 直也

6 松本 惇史 32 星野 吉信

14 田中 福彦(→10 山脇 揚平) 18 関 皓平

17 吉田 彬哉 23 泉 宗太郎

19 青山 賢吾 20 小幡 元輝(→33 原口 祐次郎)

33 福井 秀(→ 7 布施 俊樹) 26 小林 成豪(→24 奥 勇真)

11 刈谷 聖哉 9 浅香 健太郎

◆得点(アシスト)

関学大 16分 23 泉 宗太郎(20 小幡 元輝)

近畿大 40分 5 清水 大輔(22 小松 桂太)

関学大 45分 26 小林 成豪

関学大 67分 9 浅香 健太郎(23 泉 宗太郎)

びわこ大 ２－１ 京産大

■6月10日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ７フィールド

◇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

32 青山 喜典 49 米丸 智幾

4 石間 寛人 5 西口 諒

3 端山 亮平 67 岩本 泰士

10 竹内 一貴(→22 加藤 大樹) 14 松田 康佑

11 三橋 拓也 16 松田 悠佑

16 中村 謙吾 13 安藤 由翔(→17 髙橋 直大)

18 矢澤 貴文 7 松永 俊吾

6 河村 大毅(→12 三輪 優平) 10 佐々木 一輝

17 松田 力 30 美濃部 寛貴(→11 坂本 樹是)

◆得点(アシスト)

びわこ大 80分 5 松田 陸(11 三橋 拓也)

京産大 81分 7 松永 俊吾( 6 冨田 慧)

びわこ大 90＋1分 17 松田 力



１部リーグ 第１０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。

■6月16日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

大体大の坂本康博総監督は「(同じ体育の大学として)お互いライバル心がある。若手のメンバーでどれだけやれ

るか」と話す。びわこ大の望月聡監督は「大体大はよく動くし、勢いもある。ウチはいつものようにチャレンジャー。

（関西選手権で）ボールも人も動くし、勢いのある関西大、阪南大に大敗しているので、自信を取り戻すために

も、大体大にちゃんと守れる、少ないチャンスをモノにできるようにして、総理大臣杯につなげたいと思う」と

話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ阪南大学

関西大の島岡健太監督は「コンディションを戻して残り２節を勝てるようしっかりトレーニングしていきたい。

総理大臣杯に繋がるように課題を克服していきたい」と話す。阪南大の須佐徹太郎監督は「次戦は関大が相手と

大一番だが、全勝でいけるよう勝っていきたい」と話す。

■6月17日(日) 於：大阪長居第２陸上競技場

第1試合 11:30 KICK OFF 同志社大学ＶＳ関西学院大学

同大の望月慎之監督は「前期調子が出てないチーム同士なので、どちらが先に流れをつかめるか」と話す。関学

大の横江諒は「もう前期は負けられないので、しっかり自分たちのサッカーをして、自分たちのペースで勝ち切

るだけ。立ち上がりに失点しない入り方をチーム全体で考えていきたい」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ近畿大学

桃山大の楚輪博監督は「今度はボールを持ったら前に向かせるようにしたい」と話す。近畿大の松井清隆監督は

「(桃山大の)セットプレー、カウンター、サイド攻撃を抑えられるか。あっさり失点しないようにしないといけ

ないが、負けるとは思っていない」と話す。

■6月17日(日) 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京都産業大学

大産大の櫛引実監督は「相手との力の差はなくガチンコレベル。その中で勝ち切れるか」と話す。京産大の古井

裕之監督は「相手どうこうではない。相手より局面局面で主導権を握れて、うまくゲームを運んでいけるか。今、

４バックに切り替えて、１年のＣＢが頑張ってくれている。いつも出ている選手が刺激を受けて頑張ってくれな

いと」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 立命館大学ＶＳ大阪学院大学

立命大の藤原広太朗主将は「お互い似たようなサッカーをするので、粘って自分たちのサッカーをする」と話す。

大院大の藤原義三監督は「今日は負けたがマイナスではなかった。続けていくしかない」と話す。


