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

桃山学院大学ＶＳ同志社大学

桃山大 １－３ 同 大

■6月23日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

桃山大 同 大

21 圍 謙太朗 21 大杉 崇仁

30 草野 雄也(→25 井上 哲郎) 26 平田 雄己(→25 免田 朋己)

5 染田 良輔 40 坂本 拓人

3 谷口 功 4 野地 諒平

4 宮崎 舟 2 曽根 賢太郎

15 面家 康生 30 西村 洋亮(→18 佐藤 匠)

20 菅原 鉄平 20 宮本 龍

17 海老名 翔太(→ 7 道上 隼人) 98 生部 麦

14 畑中 章吾 6 村上 慎

10 寺田 舜司(→24 中西 倫也) 10 石津 令門(→ 8 矢野 亮)

9 中東 優治 7 山崎 裕平

◆得点(アシスト)

桃山大 5分 20 菅原 鉄平(14 畑中 章吾)

同 大 28分 30 西村 洋亮(26 平田 雄己)

同 大 44分 40 坂本 拓人( 7 山崎 裕平)

同 大 90+2分 18 佐藤 匠( 7 山崎 裕平)

昨年の１、２位が今季は１位と最下位の対戦。しかし

この日に限っては昨年の順位を彷彿とさせるもので、し

かも最下位の同大が１位の桃山大に快勝した。開始５分、

桃山大が先制した時には、このゲームの行方は今季の順

位から見て決まった、とみてよかった。桃山大の怒涛の

攻めと同大の今年の泣き所ＤＦ陣の対応のまずさが浮き

彫りになっていたからだ。しかしこの日の同大は違った。

一言でいえば“めげなかった”。最終ラインからトップ

まで執拗にボールを追い、体を張ったディフェンスと果

敢な攻撃を桃山大に仕掛けた。実ったのは２８分。左サ

イドＤＦ26,平田雄己のクロスをＭＦ30,西村洋亮がヘッ

ドで合わせた。勢いづいた同大は４４分に勝ち越した。

ＭＦ7,山崎裕平がキックした左ＣＫを、今度はこれが初

ゲームというＤＦ40,坂本拓人がヘッドで決めた。

後半も、同大は今季の低迷が不思議と思われるほど攻

守で桃山大を圧倒、付け込むスキを与えなかった。逆に

同大はアディショナルタイムに３点目をＭＦ18,佐藤匠が

決め、桃山大を突き放した。桃山大は攻守がすっかり狂

い「関西選手権の準々決勝（大経大に０－１の敗戦）と

同じ」（桃山大・楚輪監督）と嘆かせた。

（文：関西学連）

近畿大学ＶＳ関西大学

近畿大 ０－０ 関西大

■6月23日(土) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

近畿大 関西大

1 大西 勝俉 16 崔 創喜

15 木田 稔彦 3 都並 優太

20 安田 潤二 23 寺岡 真弘

22 小松 桂太 4 小椋 剛

5 清水 大輔 2 内田 恭兵

8 大北 啓介 6 田中 裕人

10 山脇 揚平 27 辻 拓郎(→14 保井 隆志)

6 松本 惇史 8 和田 篤紀

17 吉田 彬哉 21 篠原 宏仁(→19 木村 一貴)

19 青山 賢吾(→14 田中 福彦) 20 海田 佳祐

11 刈谷 聖哉 29 都竹 俊優(→10 安藤 大介)

◆得点(アシスト)

内容の乏しいスコアレスドロー。「ガツガツせずに

プレーの質を上げていきたい」（関西大・島岡監督）

関西大だが、まだ発展途上ということなのだろうか。

ＭＦカルテットの華麗なパスワークは、ポゼッション

では近畿大を圧倒できたが、強弱、長短といった変化

が伴わないため、近畿大ＤＦ陣のスムーズな対応を許

し攻め切るところまでいかなかった。左右のサイドバッ

クの攻撃参加、後半には攻めのテンポを変えることの

できる切り札、ＦＷ10,安藤大介とＦＷ19,木村一貴を

投入するなど、いろいろ手は打ってみたものの、攻め

のリズムに大きな変化は見られず、関西大にとっては

不本意な無得点ゲームにしてしまった。

近畿大はなんとしても最低でも勝ち点１は欲しいと

ころ。その点では速く、激しい守りで関西大の攻撃を

防ぎ切ったＤＦ陣の頑張りで「最低限の仕事は出来た」

（近畿大・松井監督）ということか。今年の近畿大の

最大の悩みは得点力不足で、このゲームでも関西大ゴー

ルを脅かす攻めの構築が出来なかった。後半だけのシュー

ト３本は何としてもさびしい。

（文：関西学連）



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

関西学院大学ＶＳ大阪体育大学

阪南大学ＶＳ立命館大学

関学大 ０－１ 大体大

■6月23日(土) 14:00 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

関学大 大体大

1 横江 諒 1 姫野 昂志

31 海野 貴裕 7 國吉 祐介

5 岡﨑 太一 14 池永 航

3 井林 章 12 坂本 修佑

16 福森 直也 5 馬場 将大(→26 永冨 誠也)

32 星野 吉信(→29 呉屋 大翔) 35 坂口 豪

2 沓掛 勇太 8 山田 貴文

33 原口 祐次郎(→ 7 平山 翔太郎) 27 足立 拓眞

26 小林 成豪 20 久保田 駿斗(→28 藤山 宗徳)

9 浅香 健太郎 9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介)

37 森岡 大貴(→20 小幡 元輝) 10 澤上 竜二

◆得点(アシスト)

大体大 4分 14 池永 航

リーグ再開後、２連勝と好調の関学大と順位を９

位に落としている大体大の一戦。共に総理大臣杯を

控えているだけに、勝利で弾みをつけたいところだ。

序盤、先に動いたのは大体大。４分、ＣＫをＦＷ10,

澤上竜二が頭で折り返すと、それにＤＦ14,池永航が

反応し先制点を奪取。その後も澤上を中心にゴール

を狙いにいく。

一方、早々に先制を許した関学大。１点を返すべ

くゴールに迫るが、裏を狙ったパスが跳ね返される

など決定機を作ることが出来ない。そのまま前半を

１－０で折り返す。

後半も、関学大はＦＷ9,浅香健太郎が積極的にシュー

トを狙いにいくなど攻撃へ姿勢を見せるが得点には

繋がらず。暑さからか徐々にペースダウンしていく。

一方の大体大も、追加点を奪いたいところだがチャ

ンスをものに出来なかった。試合はそのまま１－０

で終了。教育実習やケガでレギュラーを欠くなどチー

ム状況は決して良くはない大体大だったが、１点を

守り切って勝利を掴んだ。リーグ戦で結果が出てい

なかっただけに、坂本康博総監督は「勝てて良かっ

た」とコメント。敗れた関学大の成山一郎監督は

「シュートへの意識が低かった」と無得点に終わっ

たゲームを振り返った。

（ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

阪南大 ６－１ 立命大
■6月23日(土) 11:30 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
阪南大 立命大
21 原田 直樹 41 松本 実
19 飯尾 竜太朗 6 山田 樹
35 朴 賛友 4 藤原 広太朗
6 本多 勇喜 5 武本 成将
2 藤内 建太(→37 田辺 翼) 15 武田 有祐
8 窪田 良 13 日髙 洸平(→32 双木 亜門)
12 谷本 泰基(→28 成田 恭輔) 28 谷口 智紀
10 神門 拓弥 16 垣根 拓也(→ 9 前岡 信吾)
9 可児 壮隆 8 宮本 徹
11 泉澤 仁 11 坂本 一輝
18 奥野 将平(→13 河田 篤秀) 10 淵本 翔太(→20 森川 裕基)

◆得点(アシスト)
阪南大 22分 18 奥野 将平(11 泉澤 仁, 8 窪田 良)
阪南大 23分 19 飯尾 竜太朗( 9 可児 壮隆)
阪南大 32分 2 藤内 建太(10 神門 拓弥, 9 可児 壮隆)
阪南大 39分 10 神門 拓弥(18 奥野 将平)
阪南大 43分 11 泉澤 仁( 8 窪田 良)
立命大 78分 15 武田 有祐
阪南大 80分 13 河田 篤秀

リーグ戦再開後、連勝で２位と好調の阪南大と、前節４

失点を喫するなど調子の上がらない立命大の一戦。

序盤、先にペースを掴んだのは立命大。パスワークから

シュートへ繋げようと積極的に攻撃に出る。しかし、それ

は束の間だった。ＭＦ8,窪田良が攻撃の起点となり、徐々

にリズムを立て直した阪南大。２２分。その窪田からＦＷ

11,泉澤仁と繋ぎ、最後はＦＷ18,奥野将平がミドルシュー

トを沈め先制すると、ゴールラッシュが始まる。直後の23

分。窪田のパスを受けたＤＦ19,飯尾竜太朗がドリブルで

持ち込み２－０へ。３９分にはＭＦ10,神門拓弥が観客を

わかせるミドルシュートを決めるなど、前半だけで５得点

を挙げる。一方の立命大は中盤でパスが繋がらず、チャン

スを作れない。為すすべなく前半を終える。

後半、暑さからか守備陣に疲れが見え始めた阪南大ゴー

ルに迫った立命大。７８分、その姿勢が実り、ＤＦ15,武

田有祐がゴール前混戦の中決めたゴールで１点を返す。追

加点を奪いたいところだが、ゴールに直結するパスを出せ

なかった立命大が奪えたのはその１点のみ。逆に８０分、

６点目を許し、１－６の大敗となった。試合後、立命大の

仲井昇監督は「完敗だった」と振り返った。

（ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）



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

大阪学院大学ＶＳ京都産業大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪産業大学

やや京産大ペースで進んだ試合は、京産大が２５分にＦ

Ｗ10,佐々木一輝、大院大は２９分にＦＷ129,當瀬泰祐が

惜しいシュートを放つ。３４分、先制したのは京産大。右

ＣＫから１年生ＤＦ67,岩本泰士が高い打点のヘッドで決

めた。畳みかける京産大は、ロングボールのこぼれを拾っ

たＭＦ7,松永俊吾がドリブルからシュート、一度はＤＦに

阻まれたが再び打ったシュートでＧＫの股間を抜き２点差

とする。大院大にとって痛かったのは４５分に喫した３点

目だ。またもＣＫからのチャンスにＭＦ13,安藤由翔がボ

レーで蹴り込んだのだ。

３点を追う大院大は後半開始から大型ＦＷ54,瀧谷亮を

投入し追撃に出ると、４９分にその瀧谷のシュートがクロ

スバーを叩く。さらに當瀬がシュートを放つが枠をとらえ

られない。まずは１点が欲しい大院大に対して、京産大は

粘り強く身体を張って守り、そこから攻めに出るが安藤が

決定機を決められない。８０分、大院大は交代出場のＭＦ

114,板垣将史が抜け出しシュートするが、これもまた右ポ

スト。大応援団の声援を受けた大院大だったが、これが最

後のシュートとなった。大院大は５位に順位を落とし前期

を終え、京産大は未消化１試合を残し暫定８位に浮上した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

５位びわこ大と６位大産大の対戦。前期最終戦で順位を

一つでも上げて終わろうと、ともにモチベーションは高い。

びわこ大は立ち上がりからスピードに乗った攻めを見せ、

１２分にＦＷ6,河村大毅が巧みなトラップから左足で決め

先制する。そしてびわこ大にさらなる幸運が舞い込む。ボッ

クス内で競り合った際のＤＦ4,満生充の当たりがＰＫと判

定されたのだ。２０分、これを現在リーグ得点王のＦＷ17,

松田力が決め２－０とする。さらに４４分、松田力は大産

大ＤＦラインの裏をとってフリーでシュートを決め３点リー

ドで前半を終える。

後半に入り、大産大は５１分にＭＦ6,江口直生がＦＫを

狙い追撃開始。ＭＦ14,鈴木峻太、ＤＦ28,梁真士のシュー

トも得点とはならなかったが、それでも６７分にＦＷ11,

川西誠が粘って持ち込みゴールを決め２点差に詰め寄ると、

大産大は３人の交代枠も７５分に使い切って攻勢を強める。

しかしゴールは遠く、逆にアディショナルタイムにびわこ

大ＦＷ12,三輪優平にダメ押し点を喫し万事休した。昨年

は９位と１０位に沈み、入替戦で辛くも残留を決めた両チー

ムだが、びわこ大は３位に大躍進し、大産大は暫定７位で

約３カ月の中断を迎えることになった。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

びわこ大 ４－１ 大産大

■6月24日(日) 14:00 KICK OFF
於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手
びわこ大 大産大
1 柴田 大地 51 神園 優
3 端山 亮平 4 満生 充
19 星 克弥 30 大出 佳孝
32 青山 喜典 5 久良知 英範
5 松田 陸 28 梁 真士
16 中村 謙吾 14 鈴木 峻太(→10 中山 仁斗)
11 三橋 拓也(→ 8 田村 友貴) 13 太田 悠人(→20 岡山 和輝)
22 加藤 大樹(→10 竹内 一貴) 7 清水 良平
18 矢澤 貴文 6 江口 直生
6 河村 大毅(→12 三輪 優平) 9 夏苅 光平(→19 前島 聖司)
17 松田 力 11 川西 誠

◆得点(アシスト)
びわこ大 12分 6 河村 大毅(22 加藤 大樹)
びわこ大 20分 17 松田 力
びわこ大 44分 17 松田 力(22 加藤 大樹)
大産大 67分 11 川西 誠(51 神園 優)
びわこ大 90＋3分 12 三輪 優平(17 松田 力)

大院大 ０－３ 京産大

■6月24日(日) 11:30 KICK OFF

於：J-GREEN堺・メインフィールド

◇出場選手

大院大 京産大

1 太田岳志 1 三宅貴憲

20 日髙大地 49 米丸智幾(→19 上大田悟)

16 長友啓悟 67 岩本泰士

4 久保卓哉 5 西口諒

25 富永成文 6 冨田慧

6 柿木亮介 14 松田康佑

22 山千代大斗 16 松田悠佑

7 望月聖矢 13 安藤由翔

9 吉田実成都(→114 板垣将史) 7 松永俊吾

33 西田康貴(→54 瀧谷亮) 10 佐々 木一輝(→8 千谷優介)

129 當瀬泰祐 11 坂本樹是(→32 内匠亮太)

◆得点(アシスト)

京産大 34分 67 岩本 泰士( 7 松永 俊吾)

京産大 42分 7 松永 俊吾

京産大 45分 13 安藤 由翔(67 岩本 泰士, 7 松永 俊吾)


