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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月21日(土)・22日(日) 前期 第3節

第２節結果

関西大(0) ０－１ 大産大(6)

近畿大(1) １－１ びわこ大(4)

同 大(1) １－１ 京産大(1)

桃山大(3) ２－３ 大院大(6)

大体大(4) ５－０ 立命大(1)

関学大(1) ０－４ 阪南大(4)

( )は勝ち点

同大イレブン

大産大イレブン



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

関西大学ＶＳ大阪産業大学

近畿大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

初戦を落とした関西大と勝利を飾った大産大の対戦。

試合当日の朝までの雨の影響もあり足を滑らせる選手

が目立った。

立ち上がりから関西大がボールを支配するが大産大

はＤＦからＦＷまでコンパクトに保ち関西大の中盤か

ら前線の選手に入るボールに対して厳しく対応する。

関西大は裏を狙う場面も見られたが、大産大ＤＦライ

ンが細かくラインコントロールを行うためオフサイド

の網にかかる。前半だけでも６回を数えた。守備の時

間が長かった大産大だが２８分、ＭＦ7,清水良平のス

ルーパスにＦＷ9,夏苅光平が抜け出しＧＫとの１対１

を冷静に決め先制点を奪う。その後も関西大がボール

を支配したが大産大は集中力を切らさず前半を終了す

る。

後半に入ってもボールを支配する関西大、縦パスに

厳しく対応する大産大の試合展開は変わらない。関西

大は交代カードを使い終盤には猛攻を仕掛けるも大産

大の守備陣は最後まで集中力を切らさずそのまま０－

１で試合は終了。両チームにとって対称的な開幕２戦

の結果となった。

（文：関西学連幹事）

関西大 ０－１ 大産大

■4月14日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

関西大 大産大

1 金谷 和幸 51 神園 優

3 都並 優太 25 早田 詩伊生

15 前田 晃一 30 大出 佳孝(→ 5 久良知 英範)

4 小椋 剛 3 阪口 聡一

2 内田 恭兵 24 幾 将崇

7 岡崎 建哉 13 太田 悠人

6 田中 裕人 7 清水 良平

8 和田 篤紀(→ 5 稲森 睦) 6 江口 直生

21 篠原 宏仁(→17 奥田 勇太) 14 鈴木 峻太(→23 塩川 慎也)

20 海田 佳祐(→27 辻 拓郎) 9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗)

10 安藤 大介 11 川西 誠

◆得点(アシスト)

大産大 28分 9 夏苅 光平( 7 清水 良平)

近畿大 １－１ びわこ大

◆4月14日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

近畿大 びわこ大

1 大西 勝俉 1 柴田 大地

4 水谷 尚貴 5 松田 陸

20 安田 潤二 15 小川 純平

15 木田 稔彦 4 石間 寛人

5 清水 大輔 32 青山 喜典

8 大北 啓介(→27 桑島 昂平) 22 加藤 大樹

6 松本 惇史 11 三橋 拓也(→19 星 克弥)

11 刈谷 聖哉(→19 青山 賢吾) 16 中村 謙吾

7 布施 俊樹(→24 木下 拓馬) 33 山本 泰平(→10 竹内 一貴)

10 山脇 揚平 6 河村 大毅(→ 7 杉山 雄亮)

14 田中 福彦 17 松田 力

◆得点(アシスト)

びわこ大 16分 6 河村 大毅( 5 松田 陸)

近畿大 90分 14 田中 福彦

近畿大は初勝利を、びわこ大は連勝をかけて迎えたこの

試合、前半はびわこ大のペースで試合が進む。最初に相手

ゴールを脅かしたのはびわこ大。サイドチェンジされたボー

ルからＤＦ5,松田陸がクロスをあげＦＷ17,松田力がシュー

ト。惜しくも枠をとらえることは出来なかったが、１６分

に再びサイドチェンジから松田陸が相手陣内の深い位置ま

でボールを運び中にボールを送ると飛び込んできたのはＭ

Ｆ6,河村大毅。びわこ大が待望の先制点を奪う。その後も

びわこ大がペースを握り前半は近畿大のシュートを０本に

抑えた。

後半、近畿大がシンプルにびわこ大ＤＦラインの裏にボー

ルを入れ全体がハードワークするサッカーをし始めると試

合の展開が前半とは全く変わる。びわこ大も反撃を試みる

も松田力に対してもマークがきつくなり攻撃の形が出来な

い。それでもびわこ大守備陣が踏ん張り勝利が見えかかっ

た９０分、ＦＷ14,田中福彦がゴールを決め、近畿大がつ

いに同点に追いついた。終わってみれば後半はびわこ大が

シュート０本と前半とは違う試合展開。

勝ち点１ずつが両チームに加わったが全く違う意味をも

たらす結果となった。

（文：関西学連幹事）



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

桃山学院大学ＶＳ大阪学院大学

同志社大学ＶＳ京都産業大学

同 大 １－１ 京産大

◆4月15日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 京産大

31 西浦 翔 1 三宅 貴憲

46 井上 雄貴 2 金 大貴

4 野地 諒平 5 西口 諒

22 中城 諒 19 上大田 悟

26 平田 雄己 8 千谷 優介

18 佐藤 匠(→30 西村 洋亮) 6 冨田 慧

20 宮本 龍 13 安藤 由翔

7 山崎 裕平 49 米丸 智幾(→14 松田 康佑)

8 矢野 亮 10 佐々木 一輝(→30 美濃部 寛貴)

6 村上 慎(→37 山田 直) 11 坂本 樹是

13 田辺 馨史郎(→55 白石 健人) 9 中川 裕介(→26 田村 祐也)

◆得点(アシスト)

同 大 2分 8 矢野 亮

京産大 23分 10 佐々木 一輝

桃山大 ２－３ 大院大

■4月15日(日) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

桃山大 大院大

21 圍 謙太朗 1 太田 岳志

30 草野 雄也 20 日髙 大地(→16 長友 啓悟)

3 谷口 功 5 大西 泰裕

2 朴 斗翼 4 久保 卓哉

4 宮崎 舟 25 富永 成文

15 面家 康生 9 吉田 実成都(→64 岡本 和輝)

20 菅原 鉄平 22 山千代 大斗

14 畑中 章吾(→24 中西 倫也) 6 柿木 亮平

10 寺田 舜司(→32 須藤 翔大) 7 望月 聖矢

22 松本 翼(→17 海老名 翔太) 10 神田 圭介(→54 滝谷 亮)

9 中東 優治 87 脇 裕基

◆得点(アシスト)

大院大 15分 87 脇 裕基( 6 柿木 亮平)

大院大 22分 22 山千代 大斗

桃山大 74分 24 中西 倫也

桃山大 78分 10 寺田 舜司

大院大 79分 87 脇 裕基

「この試合のキーポイントの一つ」（大院大・藤原義

三監督）となったのが前半早々のPK。桃山大に与えられ

たこのPKを大院大主将GK1,大田岳志がファインセーブ。

前掛かりに来ていた桃山大の勢いを完全に削いだ。する

と大院大は１５分、FKをFW87,脇裕基がヘッドで合わせ先

制。さらにその７分後にはMF22,山千代大斗がミドルシュー

トを叩き込み、大院大が２－０で前半を折り返す。

後半も大院大が試合を支配し次々と桃山大ゴールに襲

いかかるが追加点を奪えない。対して桃山大は６１分、F

W24,中西倫也を投入するとこの交代策が功を奏する。７

４分その中西がエリア内からのシュートを落ち着いて決

めると、４分後またしても中西がエリア内で強引にシュー

ト。これはポストに阻まれるもMF10,寺田舜司がしっかり

とつめて２－２。ゲームを振り出しに戻したかに思われ

た。しかしその１分後、大院大FW脇が鋭い切り返しから

左足で巻いたシュートを流しこみ、３－２。激しい打ち

合いを制した大院大が昨年の関西王者を破り２連勝を飾っ

た。しかしこの試合でFW10,神田圭介が負傷退場。「勝ち

はしたが代償が大きい」(藤原義三監督)。絶好調FWの離

脱は始まったばかりのリーグ戦に大きな影響を及ぼしそ

うだ。

（文：同志社アトム 竹内 淳人）

開幕黒星スタートとなった両チームの戦いは開始直後い

きなり動く。２分、同大がゴール前でFKを得るとキッカー

はMF8,矢野亮。右足を思い切りよく振り抜くと、ボールは

大きな弧を描きゴール左隅へと吸い込まれた。その後もショー

トパスをテンポよく回しゲームを組み立てる同大が主導権

を握るもなかなかシュートまで結びつかない。すると２０

分、京産大MF13,安藤由翔が左サイドを突破しゴール前に切

り込むと同大はたまらずファール。京産大がPKを奪取する。

キッカーのFW10,佐々木一輝は「緊張は全くなかった」と得

意のPKを落ち着いてゴールに蹴り込んだ。

前半を１－１で折り返した両チーム。６４分には同大に

ビッグチャンス。左サイドからのクロスをオーバーラップ

してきた左SB26,平田雄己がフリーで合わすもシュートは枠

の上へ。対する京産大もサイドから攻撃の糸口を探るが後

半のシュートはわずか１本。１－１で引き分け勝ち点１を

分け合う結果となった。同大はうまく相手を崩せてはいる

がなかなか決定機に持ち込めない。京産大は３－４－３の

新システムが徐々にはまりつつある。自慢のパスサッカー

で美濃部新ヘッドコーチに早く初白星をプレゼントしたい

ところだ。

（文：同志社アトム 竹内 淳人）



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

大阪体育大学ＶＳ立命館大学

関西学院大学ＶＳ阪南大学

前節、先制されながらも追いつき引き分けに持ち込

む粘りを見せた両チーム。前半２２分、試合が動く。

左サイドからのＭＦ11,田上勇輝のクロスに、ＦＷ9,伊

佐耕平が立命大ＤＦに競り勝ちゴールを決める。しか

し立命大は失点後に気持ちを落とすことなく前半２５

分ごろから徐々にペースをつかんでいく。前半３０分、

ＣＫからＦＷ11,坂本一輝が頭で合わせるもボールはゴー

ルを外れる。立命大はチャンスがありながらも決めき

れないまま前半を折り返す。

後半も前半同様、拮抗する試合展開になると思われ

たが、スコアの通り大体大のゴールラッシュとなる。

後半８分ＭＦ8,山田貴文の見事なスルーパスに反応し

た伊佐のシュートが決まる。２点目を決めた大体大が

その後も優位に試合を運び、後半１５分に山田のパス

から田上が大きな３点目を決める。後半１８分には田

上のＣＫを１年生ＦＷ10,澤上竜二が頭で合わせて４点

目。その後、立命大が坂本を中心とした攻めで反撃に

及ぶもゴールは遠く、後半４１分に大体大ＦＷ22,渡邉

悠介にＰＫを決められ万事休す。大体大・田上が３点

に絡む活躍を見せ、５－０と大きな差がついた試合と

なった。

（文：関西学連幹事）

関学大 ０－４ 阪南大

■4月15日(日) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

関学大 阪南大

21 一森 純 21 原田 直樹

25 堀尾 侑司 3 二見 宏志

2 沓掛 勇太 4 永井 鷹也

4 高島 健人 6 本多 勇喜

16 福森 直也 2 藤内 建太

3 井林 章 8 窪田 良

18 関 皓平(→24 奥 勇真) 37 田辺 翼(→26 堀 滉二郎)

10 山内 一樹 9 可児 壮隆(→25 川崎谷 輝)

13 卯田 堅悟(→23 泉 宗太郎) 11 泉澤 仁

9 浅香 健太郎 10 神門 拓弥(→22 工藤 光輝)

11 三ノ宮 健介(→29 呉屋 大翔) 18 奥野 将平

◆得点(アシスト)

阪南大 11分 18 奥野 将平(10 神門 拓弥)

阪南大 57分 8 窪田 良

阪南大 75分 22 工藤 光輝

阪南大 81分 22 工藤 光輝( 8 窪田 良)

阪南大が２００７年以降、関学大に負けなしと相性の良さを

発揮しているこのカード。その相性の良さ通りに前半、阪南ペー

スでゲームは進む。阪南大はＭＦ11,泉澤仁を中心にテンポよ

くパスをつなぎ関学大ゴールに迫っていく。ゲームが動いたの

は前半１１分。ＭＦ10,神門拓弥の左サイドからのグラウンダー

のクロスにＦＷ18,奥野将平がつめて阪南大が先制。その後も

阪南大ペースで進むと思われたが、関学大がＤＦラインを高く

設定し、コンパクトな守備で阪南大の攻撃を遮断。相手のミス

を突いたショートカウンターで阪南大ゴールを脅かす。前半２

６分には、ＭＦ3,井林章が右サイドの裏に抜け出し、クロスを

送りＦＷ11,三ノ宮健介が合わせるもボールは惜しくもバーの

上を通過。その決定機の後は一進一退の攻防が続き前半を折り

返す。

後半開始から関学大のＤＦラインがずるずると下がり、阪南

大が怒涛の攻めをみせる。そして後半１２分、ＭＦ13,卯田堅

悟のパスをセンターサークル付近でカットしたＭＦ8,窪田良が

ドリブルで持ち込みミドルシュート。これが決まり阪南大にとっ

ては大きな２点目となる。得点後も阪南大ペース。途中から入っ

たＭＦ22,工藤光輝が後半３０分、３５分にゴールを決める活

躍をみせ、後半は終始、阪南大ペースのまま試合終了。阪南大

は４点の大量得点をあげ、関学大を退く結果となった。一方関

学大は前半で決めきれなかった事が響いた敗戦となった。

（文：関西学連幹事）

大体大 ５－０ 立命大

■4月15日(日) 11:32 KICK OFF

於：高槻市立萩谷総合公園サッカー場

◇出場選手

大体大 立命大

1 姫野 昂志 1 寺石 智耶

2 山口 幸太 15 武田 有祐

12 坂本 修佑 5 武本 成将

4 濱上 孝次 4 藤原 広太朗

28 藤山 宗徳(→ 7 國吉 祐介) 6 山田 樹

17 金 亨勲 29 茂 平(→)

14 池永 航 17 山田 俊毅(→28 谷口 智紀)

8 山田 貴文 16 垣根 拓也

11 田上 勇輝 8 宮本 徹(→ 7 戸高 弘貴)

9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介) 10 淵本 翔太

10 澤上 竜二(→ 6 山本 大稀) 11 坂本 一輝

◆得点(アシスト)

大体大 22分 9 伊佐 耕平(11 田上 勇輝)

大体大 53分 9 伊佐 耕平( 8 山田 貴文)

大体大 60分 11 田上 勇輝( 8 山田 貴文)

大体大 63分 10 澤上 竜二(11 田上 勇輝)

大体大 87分 22 渡邉 悠介



１部リーグ 第３節見どころ
■4月21日(土) 於：大阪長居スタジアム

第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ関西学院大学

「２連敗したが自分たちのサッカーを変えずにやっていきたい」と関西大の岡崎建哉。関学

大は１節は引き分け、２節は黒星と波に乗れていない。両チームとも今節白星をあげここか

ら波に乗っていきたい。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学

「相手を意識しすぎてはいけない。後ろでしっかりつないでサイドからどんどんクロスを横

切らせていく桃山のサッカーをみせていく」と桃山大の圍謙太朗。前節敗戦を喫したが切り

替えて今節に臨みたい。「開幕２連勝は初めてだけど浮かれずに３連勝を狙っていきたい」

と大産大の夏苅光平。大産大は開幕２連勝の勢いそのままに昨年度覇者に挑む。

■4月21日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 近畿大学ＶＳ京都産業大学

前節試合終了間際に同点に追いつき勝ち点１を手にした近畿大。今節こそ勝利し今期初勝利

を飾りたい。「徐々に新しい戦術も浸透しつつある。ＤＦが体を張ってくれているから、近

畿大戦ではＦＷで点を取ってとにかく勝ちたい」と京産大の佐々木一輝。両チームとも初勝

利が欲しい。

第2試合 14:00 KICK OFF 同志社大学ＶＳ阪南大学

「細かいパス交換から２列目が飛び出していくという形は出来てきている。あとはいかにそ

れをシュートまで結びつけられるか」と同大の望月慎之監督。対して前節４点を奪い勝利し

た阪南大。今節も攻撃陣が結果を残せるか。

■4月22日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

今期初勝利を狙う立命大と前節終了間際の失点により悔しい引き分けになってしまったびわ

こ大。両チームとも今節の勝利に対する気持ちは強い。

第2試合 14:00 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ大阪学院大学

前節１年生ら若い選手の活躍もあり大勝を飾った大体大。対して大院大の藤原義三監督は

「神田の穴をどう埋めるか。相手云々よりいかに自分たちのサッカーが出来るかだけ」と話

す。両チームとも連勝を狙う。

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◆
同志社スポーツアトム編集局
竹内 淳人


