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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年6月23日(土)・24日(日) 前期 第11節

第１０節結果

大体大(11) ０－２ びわこ大(17)

関西大(17) １－２ 阪南大(18)

同 大(5) １－４ 関学大(13)

桃山大(22) ３－１ 近畿大(8)

大産大(14) １－４ 京産大(10)

立命大(13) １－４ 大院大(18)

( )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16日(土) 前期 第10節 GAME RESULT

関西大学ＶＳ阪南大学

関西大 １－２ 阪南大

■6月16日（土） 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
関西大 阪南大
1 金谷 和幸 21 原田 直樹

3 都並 優太 19 飯尾 竜太朗

23 寺岡 真弘 35 朴 賛友

4 小椋 剛 6 本多 勇喜

2 内田 恭兵 3 二見 宏志

7 岡崎 建哉(→14 保井 隆志) 8 窪田 良

6 田中 裕人 12 谷本 泰基(→26 堀 滉二郎)

8 和田 篤紀 10 神門 拓弥(→ 2 藤内 建太)

17 奥田 勇太 9 可児 壮隆

20 海田 佳祐 11 泉澤 仁

19 木村 一貴(→10 安藤 大介) 18 奥野 将平(→22 工藤 光輝)

◆得点（アシスト）

阪南大 37分 10 神門 拓弥( 9 可児 壮隆)

阪南大 39分 18 奥野 将平( 9 可児 壮隆)

関西大 73分 10 安藤 大介

激しくなった強風下で、攻めに鋭さがあった分、阪南大

に勝運が傾いた。前半の関西大は、中盤のＭＦの華麗なパ

ス回しは健在でも、ゴール前への詰めがまるで出なかった。

風上だっただけに、この攻めは理解に苦しむところ。阪南

大の速いプレスが生きていたこともあるが、チャンスを作

れない関西大ＭＦ陣のもたつきは、阪南大に痛い先制点を

与えることになる。バックパスをＧＫがキャッチするミス

の反則。３７分、阪南大はゴール前７ｍ地点での間接ＦＫ

をＭＦ９,可児壮隆―ＭＦ10,神門拓弥で決めて先制。この

１点で勢いづいた阪南大は３９分、今度は右サイドから左

サイドとパスを大きく展開し、可児のシュートの跳ね返り

をＦＷ18,奥野将平が決めて勝敗を左右するともいえる２点

目を奪った。

後半の関西大は、ＦＷ10,安藤大介を投入して突破口にし、

阪南大の最終ラインの崩しにかかったが、前半より中盤の

威力は増したとはいえ、阪南大ＤＦ陣を脅かすまでには至

らなかった。安藤が得たＰＫもこの試合で唯一見せた、関

西大のタテ攻撃で、追いすがる阪南大ＤＦの反則を呼び込

んだものだった。

（文：関西学連）

大阪体育大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

大体大 ０－２ びわこ大

■6月16日（土） 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 びわこ大

31 吉田 泰順 1 柴田 大地

2 山口 幸太(→23 井上 航) 5 松田 陸

14 池永 航 19 星 克弥

12 坂本 修佑 32 青山 喜典

25 黒木 翔平 3 端山 亮平

18 安田 圭佑 22 加藤 大樹(→25 田邉 政典)

7 國吉 祐介 16 中村 謙吾

27 足立 拓眞(→26 永冨 誠也) 11 三橋 拓也

20 久保田 駿斗(→15 塚本 健介) 18 矢澤 貴文(→10 竹内 一貴)

22 渡邉 悠介 6 河村 大毅(→12 三輪 優平)

10 澤上 竜二 17 松田 力

◆得点（アシスト）

びわこ大 62分 17 松田 力( 5 松田 陸)

びわこ大 86分 5 松田 陸(22 加藤 大樹)

びわこ大が快勝して上位争いに顔を突っ込んできた。

前半のびわこ大は押し気味にゲームを進めながら、大体

大の持ち味である激しいチェックにパスが寸断され、キー

プもままならないギクシャクした展開を強いられた。し

かし後半、びわこ大は連携が前半ほどのスムーズさがな

くなってきた大体大に付け込んで、本来のリズムをつか

んだ。先制したのは６２分。右サイドを駆け上がったサ

イドバック5,松田陸からゴール中央のＦＷ17,松田力へ

のホットライン攻撃が鮮やかに決まった。びわこ大はさ

らに８６分、右サイドの松田陸が駆け上がり、今度は直

接ゴールを狙って決定的ともいえる２点目をびわこ大に

もたらした。

大体大はこの時期、実習教育などで多くの主力が抜け、

メンバー構成に苦慮するのだが、そんな一面を見せるこ

となくびわこ大に対抗した。しかし攻撃面ではカウンター

をかけるにしても、またじっくり組み立てるにしても落

ち着かなかった。攻撃のリズムが作れない大体大が、ゲー

ムを受けの形で強いられるのはやむを得ないところで、

後半は大体大ＤＦ陣が、立て続けにびわこ大の攻勢に屈

した格好になった。

（文：関西学連）



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

桃山学院大学ＶＳ近畿大学

同志社大学ＶＳ関西学院大学

桃山大 ３－１ 近畿大

■6月17日(日) 14:00 KICK OFF
於：大阪長居第2陸上競技場

◇出場選手
桃山大 近畿大
21 圍 謙太朗 21 倉橋 勝也

30 草野 雄也 15 木田 稔彦

5 染田 良輔 20 安田 潤二

3 谷口 功 22 小松 桂太

4 宮崎 舟 5 清水 大輔

15 面家 康生 6 松本 惇史

20 菅原 鉄平(→24 中西 倫也) 17 吉田 彬哉

17 海老名 翔太(→32 須藤 翔大) 14 田中 福彦

14 畑中 章吾 33 福井 秀(→ 7 布施 俊樹)

10 寺田 舜司(→22 松本 翼) 19 青山 賢吾

9 中東 優治 11 刈谷 聖哉(→10 山脇 揚平)

◆得点(アシスト)

桃山大 57分 24 中西 倫也(14 畑中 章吾)

近畿大 74分 5 清水 大輔(22 小松 桂太)

桃山大 88分 9 中東 優治( 3 谷口 功,14 畑中 章吾)

桃山大 89分 3 谷口 功(30 草野 雄也)

前節、関西大との首位攻防戦を分けた桃山大は、前期

残り２試合を連勝で終え首位で折り返したい。対する１

０位近畿大は１部残留のためには少しでも勝ち点を積み

上げておきたい。

序盤、意図的な攻撃を組み立てられずチャンスを作れ

ない両チーム。桃山大は早くも選手交代で主導権掌握を

図る。そして２２分、連続３本のシュートで近畿大ゴー

ルを襲うがクロスバー、ポストに邪魔されて得点には至

らない。近畿大もセットプレーから先制点を狙うがこち

らも実らずスコアレスで前半終了。

後半スタートからさらに前線の選手を交代させた桃山

大は５７分、素早いスローインからＭＦ14,畑中章吾のク

ロスをＦＷ24,中西倫也がヘッドで決め先制する。しかし、

近畿大もＦＷ11,刈谷聖哉のシュートで反撃に出て、７４

分にＦＫからＤＦ5,清水大輔が滞空時間の長いヘッドで

決め同点とすると、さらに逆転を狙い選手交代で圧力を

強めようとするが、そのまま時間は経過し引き分けムー

ドも漂う中、近畿大が８７分、ゴール前混戦からの絶好

機を逃すと、反対に桃山大がＣＫ２本を活かし、８８分

ＦＷ9,中東優治、８９分ＤＦ3,谷口功が連続ゴールを決

める試合巧者ぶり。そのまま逃げ切り首位をキープした。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

前期を通して調子が上がらないチーム同士の戦いとなった９位関

学大と１２位同大の一戦。両校の応援団をはじめ、多くの観客が見

守る中試合が始まった。

７分に１つのミスから試合が動く。関学大のハイプレッシャーに

合い、同大がバックパス。前線からプレッシャーをかけた関学大Ｆ

Ｗ37,森岡大貴が、処理にもたつくキーパーからボールを奪い無人

のゴールへ冷静に流し込み思わぬ形で先制点をあげる。なおも関学

大の猛攻は続く。１分後、ＤＦ5,岡﨑太一のループパスにＭＦ26,

小林成豪が抜け出し追加点。同大にとっては悪夢の立ち上がりであっ

た。徹底してＤＦの裏を狙う関学大。そして２３分にはＭＦ18,関

皓平のスルーパスをＭＦ9,浅香健太郎が右足で落ち着いて決め待望

の３点目をあげる。しかしこれでは試合は終わらない。前半のうち

に１点でも返しておきたい同大は３５分。ＦＫで相手がクリアした

ボールをうまくヘディングで合わせたＭＦ6,村上慎が１点を返す。

この勢いをそのままに後半になっても同大が試合のペースを握る

が、ＤＦ4,野地諒平のヘッドがクロスバーをたたくなどチャンスを

ことごとく決めることができず時間だけが流れていく。３枚の交代

枠を使い切り勝負に出た同大であったが、８７分、前がかりになっ

たＤＦの背後を小林に突かれ、折り返しを浅香がゴールに流し込み

万事休す。

「すべての時間帯で通用していないわけではない」と同大の望月慎
之監督。昨シーズンのインカレ出場校の迷走は続く。

（文：同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一）

同 大 １－４ 関学大

■6月17日(日) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手
同 大 関学大
21 大杉 崇仁 1 横江 諒

26 平田 雄己 31 海野 貴裕

42 乳井 大(→40 坂本 拓人) 5 岡﨑 太一

4 野地 諒平 3 井林 章

2 曽根 賢太郎 16 福森 直也

18 佐藤 匠 33 原口 祐次郎

20 宮本 龍 32 星野 吉信(→ 6 田中 宏樹)

98 生部 麦 26 小林 成豪

6 村上 慎(→60 猪熊 茂光) 18 関 皓平(→ 7 平山 翔太郎)

59 與山 廉(→55 白石 健人) 9 浅香 健太郎

7 山崎 裕平 37 森岡 大貴(→23 泉 宗太郎)

◆得点(アシスト)

関学大 7分 37 森岡 大貴

関学大 8分 26 小林 成豪( 5 岡﨑 太一)

関学大 23分 9 浅香 健太郎(18 関 皓平)

同 大 35分 6 村上 慎

関学大 87分 9 浅香 健太郎(26 小林 成豪)



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

大阪産業大学ＶＳ京都産業大学

立命館大学ＶＳ大阪学院大学

現在、リーグ戦１１位と低迷している京産大と、前

節３点差を追いつく粘り強い戦いを見せた大産大の一

戦。降格圏内脱出へ向け、一つでも勝利を積み重ねた

い京産大は、前線からプレスを仕掛け、積極的にボー

ルを奪いに行く。その姿勢が功を奏し、２２分。ＭＦ

7,松永俊吾のパスを受けたＦＷ30,美濃部寛貴が流し

込み先制。３１分にはまたも美濃部が得点を挙げ、２

点リードを奪う。しかし４３分。２得点の活躍を見せ

た美濃部が、この日２枚目のイエローカードで退場。

京産大は10人でのプレーを強いられるも、４５＋１分

にＭＦ13,安藤由翔がミドルシュートを沈め、試合を

３－０とする。

一方の大産大は、前半シュートはペースを掴めず苦

しんだが、後半は猛攻を仕掛ける。後半だけで１１本

のシュートを放つも枠を捉えきれず。７６分に京産大

ＦＷ10,佐々木一輝に決められ、さらに追加点を許す。

７８分にＦＷ11，川西誠が１点を返すも、奪えたのは

その１点のみ。４失点を喫する敗北となった。

京産大がこの日放ったシュートは７本。チャンスを

ものにし、１７本のシュートを放った大産大を１点で

抑えての勝利となった。試合後、「ハードワークが出

来た」と古井裕之監督は４得点の勝利を振り返った。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

前節３点を先制するも追いつかれ引き分けに終わっ

た立命大と、前節の敗北により４位に順位を落とした

大院大の一戦。

大院大はこの試合、普段はIリーグでプレーする１年

生、ＦＷ129,當瀬泰祐を先発に抜擢。その當瀬が活躍

を見せる。２４分、ＭＦ6,柿木亮介の得点をアシスト。

３７分にはＦＷ87,脇裕基のクロスを頭で押し込む。６

３分にはＤＦ139,浜崎拓磨のパスを流し込み、２得点

を奪取。ほかにも脇のゴールで４得点を奪った大院大。

守備面でも安定のプレーを見せ、立命大の攻撃を封じ

る。一方の立命大は大院大の守備に苦しみ、ゴールに

直結するパスを回せないため、前線が機能せず。シュー

トへの積極性にも欠け、チャンスを作ることが出来な

いまま失点を重ねてしまう。後半、ＭＦ29,茂平、32,

双木亜門の投入により徐々に前への意識が生まれる。

９０＋１分にＦＷ10,淵本翔太のパスを双木が流し込み

１点を返すも得点はその１点のみ。終始ペースを握っ

た大院大が４－１で勝利した。大院大の藤原義三監督

は「狙い通りに試合を進められた」と試合を振り返っ

た。敗れた立命大、仲井昇監督は「パス回しで苦しん

で話にならない」と険しい表情で話した。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

立命大 １－４ 大院大

■6月17日（日） 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
立命大 大院大
31 岸上 和樹 1 太田 岳志
6 山田 樹 139 浜崎 拓磨
4 藤原 広太朗 5 大西 泰裕
34 髙橋 将吾 4 久保 卓哉
15 武田 有祐 25 富永 成文
28 谷口 智紀 6 柿木 亮介
16 垣根 拓也 22 山千代 大斗
13 日髙 洸平(→32 双木 亜門) 7 望月 聖矢
8 宮本 徹(→29 茂 平) 9 吉田 実成都(→114 板垣 将史)
11 坂本 一輝(→ 9 前岡 信吾) 87 脇 裕基(→54 瀧谷 亮)
10 淵本 翔太 129 當瀬 泰祐(→64 岡本 和輝)

◆得点(アシスト)
大院大 24分 6 柿木 亮介(129 當瀬 泰祐)
大院大 29分 87 脇 裕基( 7 望月 聖矢)
大院大 37分 129 當瀬 泰祐(87 脇 裕基)
大院大 63分 129 當瀬 泰祐(139 浜崎 拓磨)
立命大 90＋1分 32 双木 亜門(10 淵本 翔太)

大産大 １－４ 京産大

■6月17日（日） 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大産大 京産大

21 古川 大輔 1 三宅 貴憲

4 満生 充 49 米丸 智幾

7 清水 良平 67 岩本 泰士

5 久良知 英範 5 西口 諒

24 幾 将崇 6 冨田 慧

14 鈴木 峻太(→19 前島 聖司) 14 松田 康佑

23 塩川 慎也 16 松田 悠佑(→ 8 千谷 優介)

6 江口 直生 13 安藤 由翔

13 太田 悠人(→20 岡山 和輝) 7 松永 俊吾(→11 坂本 樹是)

10 中山 仁斗(→25 早田 詩伊生) 10 佐々木 一輝(→46 西村 和明)

11 川西 誠 30 美濃部 寛貴

◆得点(アシスト)

京産大 22分 30 美濃部 寛貴( 7 松永 俊吾)

京産大 31分 30 美濃部 寛貴( 6 冨田 慧)

京産大 45＋1分 13 安藤 由翔

京産大 76分 10 佐々木 一輝

大産大 78分 11 川西 誠(23 塩川 慎也)



１部リーグ 第１１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

ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子，同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一，サッカーライター 貞永 晃二，関西学連

■6月23日(土) 於：大阪長居第２陸上競技場

第1試合 11:30 KICK OFF 近畿大学ＶＳ関西大学
近畿大の松井清隆監督は「ボランチのところにコマがいない。でも、ひとつ勝っておかないと落ちて

しまうからね」と話す。関西大の島岡健太監督は「慎重さと積極性がもう少し巧く噛み合えば良かっ
たが･･･。前期最終戦は内容の伴ったゲームで、総理大臣杯につながるようなサッカーが出来ればと思っ
ている」と話す。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ同志社大学
「同大は個人個人は上手いので、気を抜くとやられるので、しっかり戦わないといけない」と桃山大
の面家康生。「良いプレーの時間帯を長くし、その時間帯で点を決めれるようになれば」と同大の望

月慎之監督。ここまでの成績が対照的な両チームの試合の行方は？
■6月23日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 阪南大学ＶＳ立命館大学

阪南大の須佐徹太郎監督は前節を振り返り「前半はまあまあ。その中で点が取れた。1ゲーム少なくて
関西大を上回れたのでこの勢いを失わないように」と話した。立命大の仲井監督は「次は勝つ気のあ

る人を使う」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ大阪体育大学
関学大の横江諒は「まだまだ発展途上のチームなので、１試合ずつ成長した姿を見せれるようにした

い」と話す。大体大の坂本康博総監督は「今度も（メンバーが揃わず）苦しいが、いるメンバーで出
来ることはしっかりやる。やられっぱなしにならないように」と話す。
■6月24日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪学院大学ＶＳ京都産業大学
大院大の藤原義三監督は「主力の一部を欠くので、新しいメンバーで対策をとりたい。京産大は昇格
組なので、しっかりやりたい」と話す。京産大の古井裕之監督は「あと２試合のアドバンテージをど

う生かせるか。今日の気持ちのまま来週も続けていきたい」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

びわこ大の松田保総監督は「後半パスがつながりだして得点になった。前期最終戦の大産大はしっか

りしたチーム。気合を入れて。負けられない」と話す。一方の大産大は前節の黒星によって６位に後

退。今節びわこ大から白星を奪い一つでも上の順位で前期を終了したい。


