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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月14日(土)・15日(日) 前期 第2節

第１節結果

桃山大(3) １－０ 京産大(0)

関西大(0) １－２ びわこ大(3)

近畿大(0) ０－２ 大産大(3)

同 大(0) ０－２ 大院大(3)

大体大(1) ３－３ 阪南大(1)

関学大(1) １－１ 立命大(1)

( )は勝ち点

選手宣誓 桃山大主将 面家康生

関西学生
サッカー
リーグ
開幕!!

桃山大イレブン 京産大イレブン



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月7日(土) 前期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

桃山学院大学ＶＳ京都産業大学

関西大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

第９０回の節目を迎えた伝統の関西学生リーグの開幕戦は、

前年優勝チーム桃山大と２年間２部リーグを戦い、１部復帰

を果たした京産大の対戦。

開始２分、京産大ＦＷ11,坂本樹是のシュートがクロスバー

を叩き、スタンドを沸かす。その後もＭＦ10,佐々木一輝を

中心に３トップ気味に攻める京産大のペースで進むと２５分

にＦＷ9,中川裕介、３６分にＭＦ6,冨田慧と惜しいシュート。

終盤やっと桃山大もチャンスメーク、４３分にはＦＷ9,中東

優治の右からのクロスをＭＦ10,寺田舜司が頭で合わせるが

無情にもバーをヒット。

後半、５１分にＭＦ13,安藤由翔がシュートを放った京産

大だが、以降は桃山大がリズムをつかむ。５３分中東、１分

後ＭＦ14,畑中章吾が連続好シュートを放つと、５４分につ

いに先制する。右サイドをオーバーラップしたＤＦ4,宮崎舟

のスピードクロスがＤＦの間を抜け、ファーポストに現れた

中東が左足で確実に決めた。そして、ここから選手交代、そ

れに伴うポジションチェンジで両チームのベンチは慌ただし

くなる。やや守備的にシフトした桃山大に京産大が攻勢を強

め、最後はＣＢ5,西口諒を前線に残すがそれも実らない。桃

山大が「拾った」（楚輪監督）辛勝で連覇に向け発進した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

桃山大 １－０ 京産大

■4月7日(土) 12:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 京産大

21 圍 謙太朗 1 三宅 貴憲

4 宮崎 舟 19 上大田 悟

2 朴 斗翼 5 西口 諒

3 谷口 功 4 野口 梓

30 草野 雄也 14 松田 康佑

20 菅原 鉄平 6 冨田 慧

17 海老名 翔太 49 米丸 智幾(→ 8 千谷 優介)

14 畑中 章吾 13 安藤 由翔

10 寺田 舜司(→13 大内田 涼) 10 佐々木 一輝(→30 美濃部 寛貴)

9 中東 優治(→24 中西 倫也) 11 坂本 樹是

22 松本 翼(→32 須藤 翔大) 9 中川 裕介(→26 田村 祐也)

◆得点(アシスト)

桃山大 54分 9 中東 優治( 4 宮崎 舟)

関西大 １－２ びわこ大

■4月7日(土) 15:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 びわこ大

1 金谷 和幸 1 柴田 大地

3 都並 優太 5 松田 陸

23 寺岡 真弘(→28 藤原 賢土) 15 小川 純平

15 前田 晃一 4 石間 寛人

2 内田 恭兵 33 山本 泰平

7 岡崎 建哉 10 竹内 一貴(→22 加藤 大樹)

6 田中 裕人 11 三橋 拓也

8 和田 篤紀 16 中村 謙吾

11 中島 龍基(→10 安藤 大介) 30 峯崎 聖久(→ 9 横井 翔太)

20 海田 佳祐(→21 篠原 宏仁) 6 河村 大毅(→19 星 克弥)

17 奥田 勇太 17 松田 力

◆得点(アシスト)

関西大 75分 23 寺岡 真弘(10 安藤 大介)

びわこ大 17 松田 力( 6 河村 大毅)

びわこ大 22 加藤 大樹

昨季は終盤に３連敗し不本意な４位でインカレ出場を逃

した関西大。一方９位で入替戦を戦い残留したびわこ大。

ともに巻き返しを期す年だ。

０－０のスコアが示す通り、前半は一進一退で、これと

いったチャンスもなかった。後半開始早々、びわこ大ＦＷ

17,松田力が強引にドリブルで進む。シュートは当たりが

悪く得点にはならなかったが、このワンプレーで互いの攻

撃意識が高まった。５４分、関西大はＤＦ2,内田恭兵の攻

撃参加で作ったチャンスをＦＷ17,奥田勇太がシュート。

だが、左ポストが邪魔をする。びわこ大もＦＫから惜しい

場面を作るがＧＫ1,金谷和幸が立ちはだかる。残り３０分

を切り、両チームは交代投入で１点を狙う。

そして、先制したのは関西大。７５分、関西大は右ＣＫ

をＭＦ10,安藤大介が頭でフリック、ファーポストに詰め

た寺岡真弘が決めた。しかし、関西大のリードはわずか４

分間。びわこ大も右からのＦＫをエース松田力がヘッドで

決めて同点とする。１－１となってともに守備陣が集中を

高め、このまま終了と思われた８９分、びわこ大は9,横井

翔太、11,三橋拓也が関西大ゴールに迫り最後は22,加藤大

樹が押し込み逆転成功。関西大の追撃を凌ぎそのまま逃げ

切った。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月8日(日) 前期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

同志社大学ＶＳ大阪学院大学

近畿大学ＶＳ大阪産業大学

近畿大 ０－２ 大産大

■4月8日(日) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

近畿大 大産大

1 大西 勝俉 51 神園 優

4 水谷 尚貴 24 幾 将崇

15 木田 稔彦 3 阪口 聡一(→25 早田 詩伊生)

5 清水 大輔 30 大出 佳孝

25 橋本 康平 4 満生 充

8 大北 啓介 13 太田 悠人(→17 三好 健太)

6 松本 惇史 7 清水 良平

24 木下 拓馬(→ 9 田中 啓太) 6 江口 直生

11 刈谷 聖哉 14 鈴木 峻太

10 山脇 揚平 11 川西 誠

7 布施 俊樹(→23 田中 直基) 9 夏苅 光平(→19 前島 聖司)

◆得点(アシスト)
大産大 13分 11 川西 誠

大産大 21分 6 江口 直生

同 大 ０－２ 大院大

■4月8日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

同 大 大院大

31 西浦 翔 1 太田 岳志

26 平田 雄己 20 日高 大地

4 野地 諒平 5 大西 泰裕

42 乳井 大 4 久保 卓哉

46 井上 雄貴 25 富永 成文

18 佐藤 匠(→30 西村 洋亮) 9 吉田 実成都(→64 岡本 和輝)

20 宮本 龍(→29 西村 拓馬) 22 山千代 大斗(→33 西田 康貴)

8 矢野 亮 6 柿木 亮平

7 山崎 裕平 10 神田 圭介

6 村上 慎(→32 玉井 聡) 7 望月 聖矢

13 田辺 馨史郎 87 脇 裕基(→54 滝谷 亮)

◆得点(アシスト)

大院大 5分 87 脇 裕基(10 神田 圭介)

大院大 35分 9 吉田 実成都(25 富永 成文)

１年で２部から１部に復帰してきた大院大が、その意気込みを

発散させるような攻守で同大を退けた。同大は「昨年のメンバー

で残っているのはＭＦ8,矢野亮くらい。チーム全体が世代交代で

す」（望月慎之監督）。ＤＦラインは一新、中盤も矢野頼み。そ

こへストライカーのＦＷ10,石津令門の欠場で「一戦一戦選手の成

長を期待していく」（同監督）方針。とはいっても同大はタレン

トが揃っている。前後半を通じて持ち前のスキルで中盤のポゼッ

ションは大院大を上回り、大院大を後手後手に追い込んだ。ただ

大院大に得点が入り、同大が無得点に終わったのは、大院大には

タテの速さを織り交ぜる攻めが出来たのに対し、同大はパスワー

クの細かさはあっても、鋭さ、速さ、パスの長短がなかったこと

だ。そのために中盤では優位に立てても、大院大ＤＦラインを崩

すまでに至らず、逆にディフェンスに余裕を持たせる結果になっ

た。

大院大は前半の早い段階に先制し、さらに同大の攻めがリズム

に乗りかけた前半の終盤には効果的な２点目を入れて逃げ切った。

先制点は前半５分、右から攻めて，ＭＦ10,神田圭介のパスを、ゴー

ル中央のＦＷ87,脇裕基が決め、貴重な追加点は、今度は左サイド

にいたＭＦ9,吉田実成都がＤＦ25,富永成文からパスを受けドリブ

ル突進、そのまま決めた。２点とも同大にはない速さがあり、同

大ディフェンスは対応が出来なかった。

（文：関西学連）

大産大は１部リーグ４年目、初めて開幕戦を白星スタート。

プラス昨年２連敗のにくい相手に快勝のおまけつき。大産大の

前半は明暗がはっきり出た内容で、明を支えに暗を見事に跳ね

返す全員の攻守で、最後まで近畿大に付け込ませなかった。明

は早い段階での２得点。１点目は１３分。ＦＷ11,川西誠の突進

に近畿大ＤＦ4,水谷尚貴のプレーがファウルの判定。これがＰ

Ｋになって川西誠が決めた。さらに２１分、今度は左寄りで得

たＦＫをＭＦ6,江口直生がここしかないというゴール左隅にファ

インゴール。それまで中盤での展開が互角で、どちらがイニシ

アティブを握るのかが注目されたが、この２得点で大産大は以

後得点こそ奪えなかったが、個々の動きで近畿大を上回った。

しかしこの好調なゲーム運びの大産大に暗雲が立ち込める。

前半３７分、ＤＦ4,満生充が２枚目のイエローで退場して、多

く残っている時間を１０人で戦う大きなハンデを負った。しか

し大産大のよかったのは、このハンデを全員の前向きの姿勢で、

果敢に近畿大を追い込んだこと。ＭＦ7,清水良平をＤＦライン

に下げて、フォーメーションこそ４－４－１に変えたが、ＤＦ

オンリーの受けに立たなかった。中盤の攻守はむしろ数的優位

のはずの近畿大を上回ったほど。近畿大は前半の２失点のダメー

ジがあまりにも大きく、加えてチームの若返りがマイナス要素

になって、本来の果敢な近畿大らしい攻守が全く見られなかっ

た。

（文：関西学連）



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月8日(日) 前期 第1節 ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴ

大阪体育大学ＶＳ阪南大学

関西学院大学ＶＳ立命館大学

大阪勢同士の戦いは、打ち合いの末ドローに終わっ

た。前半は阪南大ペース。ボールを保持し、サイドを

起点に大体大ゴールへと迫る。全日本選抜メンバーＭ

Ｆ11,泉澤仁を中心に攻勢に出た。しかし大体大も決定

的な場面では仕事をさせず、逆にカウンターからゴー

ルを狙った。阪南大優勢に見えたが、シュート数では

大体大が上回り、スコアレスで前半を折り返した。

ゲームが動いたのは後半５分。阪南大ＤＦ4,永井鷹

也がＣＫを頭で合わせ先制する。だがすぐに大体大も

反撃。同８分に１年生にして１０番を背負ったＦＷ10,

澤上竜二がカウンターから鮮やかなループシュートを

決め同点とした。

しかし再び阪南大がリードする。後半１８分、ＭＦ

10,神門拓弥がドリブルで左サイドを突破し自らシュー

トし、これをＦＷ23,小池恭一がコースを変えてゴール

を奪う。さらにその６分後には小池が相手のパスミス

からゴールを決め２点差とする。このまま阪南大がゲー

ムを決めるかと思われたが、また大体大が粘りを見せ

る。３３分に途中出場のＦＷ22,渡邉悠介が決めると、

さらに３６分にはＭＦ11,田上勇輝が同点ゴールを決め

試合を一気に振り出しに戻す。

壮絶な打ち合いとなったゲームはこのまま終了し、

勝ち点１を分け合う結果となった。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

関学大 １－１ 立命大

■4月8日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
関学大 立命大

21 一森 純 1 寺石 智耶

25 堀尾 侑司 6 山田 樹

2 沓掛 勇太 4 藤原 広太朗

4 高島 健人 5 武本 成将

16 福森 直也 15 武田 有祐

3 井林 章 16 垣根 拓也

18 関 皓平 17 山田 俊毅(→28 谷口 智紀)

9 浅香 健太郎(→23 泉 宗太郎) 8 宮本 徹

13 卯田 堅悟(→26 小林 成豪) 29 茂 平(→13 日髙 洸平)

10 山内 一樹 11 坂本 一輝(→ 9 前岡 信吾)

11 三ノ宮 健介(→29 呉屋 大翔) 10 淵本 翔太

◆得点(アシスト)

関学大 67分 10 山内 一樹(25 堀尾 侑司)

立命大 84分 10 淵本 翔太( 9 前岡 信吾)

昨年は関学大が２連勝したこのカードだが、今季の開

幕戦では両者譲らず引き分けとなった。

前半からほぼ互角の戦いだった。関学大は４－５―１

の両サイドハーフを起点としながら立命大ゴールに迫る

もあと一歩のところで点が奪えない。一方の立命大もエー

スＦＷ11,坂本一輝が前半だけで５本のシュートを放つ

など得点の気配を感じさせる場面は作ったがゴールには

至らず。０－０で前半を折り返す。

後半も一進一退の攻防が続く。９分、立命大ＭＦ17,

山田俊毅がペナルティエリア内でシュートを放つもこれ

はポストに弾かれる。そして迎えた後半２２分、先制し

たのは関学大だった。右サイド敵陣深くからのＤＦ25,

堀尾侑司のグラウンダーのクロスにＭＦ10,山内一樹が

右足で合わせた。ここから一気に追加点を奪いたい関学

大だったが、両サイドから攻め込むもののなかなかシュー

トチャンスにつながらず、終盤になるにつれじわじわと

立命大がチャンスを作り始める。そして後半３９分、関

学大の一瞬の隙をつき、ＦＷ10,淵本翔太がキーパーと

１対１に。これを落ち着いて流し込み、土壇場で試合を

振り出しに戻した。

その後は互いに決定機を作れないまま試合終了。両者

開幕戦は勝ち点１のスタートとなった。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

大体大 ３－３ 阪南大
■4月8日(日) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
大体大 阪南大
1 姫野 昂志 21 原田 直樹

2 山口 幸太 3 二見 宏志

12 坂本 修佑 4 永井 鷹也

4 濱上 孝次 6 本多 勇喜

5 馬場 将大 2 藤内 建太

17 金 亨勲(→ 6 山本 大稀) 8 窪田 良

14 池永 航 37 田辺 翼(→15 香川 勇気)

8 山田 貴文(→20 久保田 駿斗) 9 可児 壮隆(→22 工藤 光輝)

11 田上 勇輝 11 泉澤 仁

9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介) 10 神門 拓弥

10 澤上 竜二 23 小池 恭一

◆得点(アシスト)

阪南大 50分 4 永井 鷹也( 9 可児 壮隆)

大体大 53分 10 澤上 竜二( 4 濱上 孝次)

阪南大 63分 23 小池 恭一(10 神門 拓弥)

阪南大 69分 23 小池 恭一

大体大 78分 22 渡邉 悠介(20 久保田 駿斗)

大体大 81分 11 田上 勇輝( 5 馬場 将大)



１部リーグ 第２節見どころ
■4月14日(土) 於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場
第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪産業大学
「リーグ戦なのでゲームをしながら、ちょっとずつ課題を取り出して、去年のようにならないように
したい。結果というよりも、１試合ごと、時間が経つごとに少しずつ課題が克服されて、ちょっとで
もより良くなっていけばいいなと思う」と関西大の島岡健太監督。対して大産大の櫛引実監督は「早
い段階で２点目を取れたのが大きかった。（関西大戦は）ＤＦ4,満生充が抜けるのが痛い。これから
対策を考えないと。いいスタートが切れたので波に乗りたいが」と話す。連勝を飾れるか？
第2試合 14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
前節を終え「チームが若く未熟。ゲームを変えようとしてもできなかった。相手が何処でも作り上げ
るだけ。一歩一歩の積み上げしかない」と近畿大の松井清隆監督。今節での勝利を目指す。びわこ大
の望月聡監督は「ウチとちょっと似ているところがあって、一生懸命に守備して、そこから後半急に
攻撃に出て来たりする。守備をよく頑張った中で相手がリズムを崩してしまう。守備で調子に乗って
しまうと攻撃も上手く行くようになる」と近畿大を警戒する。
■4月15日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 同志社大学ＶＳ京都産業大学
同大・望月慎之監督「ゲームの組み立てが小さく細かくなり過ぎた。ベースは出来ているので、もっ
と大きな展開、シンプルな攻め、加えてゴールへの意識付けを徹底していく」と話す。京産大の美濃
部直彦ヘッドコーチは「（次の同大には）この前京都選手権で人生初の０－７で負けました（苦笑）。
上のチーム（との試合）ばかりですが別に気にしていない。自分たちのやれることをしっかりチャレ
ンジさせることが大事」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ大阪学院大学
桃山大の面家康生主将は「（大院大は）２部から上がってきて、どんどん向かってくると思う。今日
（1節）のようにしっかり守って、チャンスをしっかり決めたい」と意気込みを話す。大院大の藤原義
三監督は「勝ったことは大きいが、課題も出てきた。あれだけポゼッションで圧倒されるとは。守り
は及第点なので中盤を考え直さないと、相手が何処であろうと苦しい」と初戦を振り返り今節に臨む。
■4月15日(日) 於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場
第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ立命館大学
開幕戦、１－３でリードされた場面から追いつく粘りを見せた大体大。今季初勝利なるか。対する立
命大は昨年、大体大相手に２ゴールのＦＷ11,坂本一輝の活躍が勝利の鍵となりそうだ。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ阪南大学
関学大は阪南大には２００７年以降リーグ戦での勝利なし。そろそろジンクスを破りたいところ。一
方の阪南大は初戦ではリードを守れずドローに。相性の良い関学大を相手に今季初勝利を狙う。

関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。

◆コメント取材協力者◆
サッカーライター 貞永 晃二
関学スポーツ 和氣 大輔
関西学連


