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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) 前期 第3節 GAME RESULT

関西大学ＶＳ関西学院大学

桃山学院大学ＶＳ大阪産業大学

桃山大 ２－１ 大産大

■4月21日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

桃山大 大産大

21 圍 謙太朗 51 神園 優

30 草野 雄也 4 満生 充(→10 中山 仁斗)

2 朴 斗翼(→25 井上 哲郎) 3 阪口 聡一

3 谷口 功 30 大出 佳孝(→27 木幡 直也)

4 宮崎 舟 24 幾 将崇

15 面家 康生 25 早田 詩伊生

20 菅原 鉄平 13 太田 悠人

17 海老名 翔太(→ 6 中田 寛人) 7 清水 良平

10 寺田 舜司 6 江口 直生

22 松本 翼(→24 中西 倫也) 14 鈴木 峻太(→28 梁 真士)

9 中東 優治 11 川西 誠

◆得点(アシスト)

桃山大 48分 17 海老名 翔太

大産大 62分 4 満生 充

桃山大 64分 9 中東 優治

開幕２連勝と勢いに乗る大産大と、去年のリーグ覇者、

桃山大の一戦。前半は０－０。その数字通り、前半は両

チームともに攻めきれない展開が続いた。前半は放った

シュートは１本と、攻撃に積極性を欠いた桃山大。横パ

スや、ボールを後ろに下げたるプレーが目立った。対す

る大産大は積極的にゴールを狙いに行く。しかし、精度

を欠き最後のところで詰め切れない。

０－０で迎えた後半。先に動いたのは桃山大だ。後半

３分、ＭＦ17,海老名翔太がミドルシュートを沈め、１

－０に。前半と見違えた桃山大は、積極的にゴールを狙

い、大産大のゴールに迫る。大産大は桃山大の攻撃を前

に、なかなかボールを運べない。苦しい展開の中、後半

１７分。前がかりになっていた桃山大のミスを逃さなかっ

た大産大。ＤＦ4,満生充が相手DFをかわし、ゴールを決

め同点に。しかし、直後の１９分。今度は桃山大のＦＷ

9,中東優治がＧＫの頭上を越す鮮やかなループシュート

を決め、再びリードを奪う。大産大は試合終盤に押し込

むも、攻撃は実らず。前半のシュート数１本に対し、後

半は１３本と終始攻め続けた桃山大が２－１で勝利。

「何とか勝てて良かった」(楚輪博監督)。敗北した大産

大は、連勝が２でストップした。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関西大 ３－２ 関学大

■4月21日(土) 11:30 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
関西大 関学大

1 金谷 和幸 21 一森 純

3 都並 優太 14 加藤 龍平

4 小椋 剛 2 沓掛 勇太

23 寺岡 真弘 16 福森 直也

25 秋山 貴嗣 25 堀尾 侑司

7 岡崎 建哉 3 井林 章

6 田中 裕人 7 平山 翔太郎(→24 奥 勇真)

8 和田 篤紀(→ 5 稲森 睦) 23 泉 宗太郎(→26 小林 成豪)

21 篠原 宏仁 32 星野 吉信

20 海田 佳祐(→10 安藤 大介) 9 浅香 健太郎

19 木村 一貴(→17 奥田 勇太) 29 呉屋 大翔(→ 5 岡崎 太一)

◆得点(アシスト)
関西大 14分 23 寺岡 真弘( 7 岡崎 建哉)

関西大 24分 20 海田 佳祐(25 秋山 貴嗣)

関学大 27分 9 浅香 健太郎

関学大 41分 23 泉 宗太郎( 3 井林 章)

関西大 87分 10 安藤 大介( 7 岡崎 建哉)

伝統の一戦である関関戦は、両チームともリーグ戦

未勝利の中での戦いとなった。

開始早々、ペースを握ったのは関学大だ。積極的に

攻め込み、ゴールを狙う。押し込まれていた関西大だっ

たが、前半１４分。ＤＦ23,寺岡真弘がＣＫから頭で

押し込み、先制点を挙げると、徐々にペースを握り始

める。２４分にはＤＦ25,秋山貴嗣のクロスにＦＷ20,

海田佳祐が頭で合わせ、２－０に。流れを掴んだかと

思われたが、直後の２７分、関学大のＦＷ9,浅香健太

郎のシュートがＤＦに当たり、そのままゴールへ吸い

込まれる。４１分にはＭＦ23,泉宗太郎が２点目を決

め、２－２へ。試合は振り出しに戻る。

迎えた後半、関西大はテンポ良くボールを回し、関

学大のゴールに迫る。しかし、ペースは握っているも

のの、ゴールが遠い。そんな展開を打破すべく、関西

大は次々と交代カードを切る。積極的な交代が功を奏

し、後半８７分。ＭＦ7,岡崎健哉のスルーパスに抜け

出したＦＷ10,安藤大介が、ＧＫとの１対１を冷静に

流し込み、それが決勝点に。関西大が３－２で勝利し

た。関学大は、後半は放ったシュートは１本と、終始

自分たちのプレーを出来ず敗北。リーグ戦初白星を挙

げる事は出来なかった。関西大は連敗を２で食い止め、

リーグ戦初勝利を手にした。

（文：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4月21日(日) 前期 第3節 GAME RESULT

同志社大学ＶＳ阪南大学

近畿大学ＶＳ京都産業大学

近畿大 ０－３ 京産大

■4月21日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

近畿大 京産大

1 大西 勝俉 1 三宅 貴憲

8 大北 啓介 2 金 大貴

20 安田 潤二 5 西口 諒

3 片井 拓己 19 上大田 悟

5 清水 大輔 8 千谷 優介

10 山脇 揚平 6 冨田 慧

6 松本 惇史 13 安藤 由翔

24 木下 拓馬(→17 吉田 彬哉) 49 米丸 智幾(→14 松田 康佑)

19 青山 賢吾(→ 7 布施 俊樹) 10 佐々木 一輝(→16 松田 悠佑)

14 田中 福彦 11 坂本 樹是(→30 美濃部 寛貴)

11 刈谷 聖哉(→27 桑島 昂平) 9 中川 裕介

◆得点(アシスト)

京産大 36分 6 冨田 慧( 9 中川 裕介)

京産大 62分 11 坂本 樹是(49 米丸 智幾)

京産大 90分 16 松田 悠佑(13 安藤 由翔)

同 大 ０－４ 阪南大

■4月21日(土) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 阪南大

61 小出 直紀 21 原田 直樹

26 平田 雄己 3 二見 宏志

22 中城 諒 4 永井 鷹也

4 野地 諒平 6 本多 勇喜

25 免田 朋己 2 藤内 建太

18 佐藤 匠(→30 西村 洋亮) 8 窪田 良

20 宮本 龍 37 田辺 翼(→15 香川 勇気)

8 矢野 亮 11 泉澤 仁

7 山崎 裕平 9 可児 壮隆

6 村上 慎(→43 高塚 直行) 10 神門 拓弥(→22 工藤 光輝)

13 田辺 馨史郎(→29 西村 拓馬) 18 奥野 将平(→23 小池 恭一)

◆得点(アシスト)

阪南大 3分 3 二見 宏志( 8 窪田 良)

阪南大 41分 9 可児 壮隆(11 泉澤 仁)

阪南大 44分 11 泉澤 仁( 9 可児 壮隆)

阪南大 63分 11 泉澤 仁( 6 本多 勇喜,23 小池 恭一)

昇格組を相手に白星を奪えなかった同大と開幕から２

試合で７得点と爆発的な攻撃力を誇る阪南大との一戦。

試合はその阪南大が圧倒的な破壊力を見せつける結果と

なった。まずは前半３分、右サイドからのＦＫをＤＦ3,

二見宏志がディフェンスに競り勝ち頭で合わせ先制する。

同大はＭＦ18,佐藤匠がサイドからカットインしミドルを

放つも、惜しくも枠の外。その後は阪南大ＭＦ11,泉澤仁

を中心に次々と同大ゴールに迫る。そして４１分、泉澤

が放ったシュートは一度セーブされるもＭＦ9,可児壮隆

が詰め追加点。さらにその３分後、泉澤がＧＫとの１対

１を制し冷静にゴール。阪南大が３－０で前半を折り返

す。

後半も試合の主導権を掌握したのは阪南大。「スピー

ド、強さも含めて質の差があった」（同大・望月慎之監

督）というように阪南大の素早い攻守の切り替えに同大

はついていけずファールで止める場面が多くなる。そし

て６３分、左からのクロスを泉澤がつめて４－０。勝利

を決定づけた。「ゴール前の詰めの部分が分厚くなって

きた」と阪南大・須佐徹太郎監督。対して同大はなかな

か得点機を作り出せない。早く勝利をあげ、浮上のきっ

かけをつかみたいところだ。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

２試合を終えて未だ勝ち星のない両チームの戦い。近

畿大は前半からお家芸のハイプレスを仕掛け、対する京

産大はピッチを幅広く使った攻撃で相手ゴールに迫る。

試合が動いたのは３６分、京産大ＦＷ9,中川裕介とのワ

ンツーをＭＦ6,冨田慧がダイレクトでゴールに叩き込み

先制。京産大が１－０で前半を折り返す。

後半、近畿大ＭＦ10,山脇揚平が中央突破からシュー

トを放ち観客を沸かせるも、ゲームを支配したのは京産

大だった。６２分、左サイドからのクロスの折り返しを

ＦＷ11,坂本樹是が落ち着いて流し込み２－０。さらに

試合終了直前、この試合再三左サイドを攻略しチャンス

を作りだしていたＭＦ13,安藤由翔からのクロスを交代

出場のMF16,松田悠佑が合わせダメ押しの３点目。京産

大が初白星を手にした。スピードのあるサイド攻撃が破

壊力を増してきた京産大。守備でも最後のところで体を

投げ出しゴールを死守している。対して近畿大は前から

激しくプレスをかけるも、連動性に欠けあまり効果的な

ものになっていない。攻撃についてもなかなか決定機を

創出できず、３試合を終え得点は１。厳しい戦いが続き

そうだ。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）



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

立命館大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

大阪体育大学ＶＳ大阪学院大学

前節、大体大に０－５と完敗するなど未だ勝利のない

立命大と、昨季の上位関西大、近畿大との２戦を１勝１

分と好スタートのびわこ大の対戦。

序盤からハードな当たり合いを見せる両チームだった

が、シュート意識の高いびわこ大が優勢に試合を進める。

しかし、先制したのは立命大だった。１６分、ゴール前

混戦からＦＷ10,淵本翔太のシュートはびわこ大ＧＫ1,

柴田大地が止めるが、副審の合図がありゴールインが認

められた。すぐにびわこ大が反撃に出る。そして２７分、

立命大ＤＦの寄せが遅いと見たＦＷ17,松田力が豪快に

右足を振り抜き同点とする。その後もびわこ大が積極的

に攻めたが、１－１のままスコアは動かない。

後半序盤もびわこ大の早い攻めが続くが、５１分、ス

ローインを受けた松田力が反転から狙いＧＫ1,寺石智耶

を脅かす。立命大も遅まきながらＭＦ29,茂平が長いド

リブルからシュートを放ち、びわこ大はＦＷ6,河村大毅

がＦＫを直接狙い盛り返すが、いずれもＧＫの好守で得

点とはならず、その後ともに攻撃がやや単調になってし

まう。アディショナルタイムに立命大はＤＦ15,武田有

祐が惜しいシュートを放ったが、これもＧＫ柴田が阻み

１－１でタイムアップ、勝ち点を分け合った。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

１勝１分の大体大と、２連勝の大院大という好調同士

の対戦は、激しい点の取り合いとなった。大体大・坂本

康博総監督が「点は取れるけど・・」と振り返ったよう

に守備の連係の悪さが感じられる試合でもあった。

序盤は一進一退。やがて大体大が、２トップと左右の

サイドハーフの突破力でチャンスを作り始め、３２分、

ロングパスを１年生ＦＷ10,澤上竜二が決め、自身３戦

連続ゴールとし、前半は１－０。

後半、大院大は５７分にＦＷ64,岡本和輝の得点で一

旦追いつくが、すぐに大体大はＦＷ9,伊佐耕平、ＭＦ6,

山本大稀の連続得点で３－１と突き放す。大院大・藤原

監督はここで２トップを一気に33,西田康貴と54,瀧谷亮

の１年生デュオへ交代させる。すると６３分、ＭＦ6,柿

木亮介がＦＫを直接決め１点差とすると、さらに２トッ

プが前線をかき回し、６９分に右ＣＫからＭＦ22,山千

代大斗がボレーで決めて同点。その後も大院大はＭＦ7,

望月聖矢、瀧谷が惜しいシュートを放つ。一方劣勢の大

体大は絶好機を山本が決められず、ついに８５分大院大・

柿木がこの日２点目を決めて試合を逆転した。キーマン

神田圭介を前節の負傷で失った大院大は全員でその穴を

埋め、唯一の３連勝で首位を守った。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

立命大 １－１ びわこ大

■4月22日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

立命大 びわこ大

1 寺石 智耶 1 柴田 大地

6 山田 樹 5 松田 陸

4 藤原 広太朗 4 石間 寛人

5 武本 成将 15 小川 純平

15 武田 有祐 33 山本 泰平(→ 3 端山 亮平)

8 宮本 徹 22 加藤 大樹(→25 田邉 政典)

28 谷口 智紀 11 三橋 拓也

16 垣根 拓也(→33 栗島 拓也) 16 中村 謙吾

29 茂 平(→13 日髙 洸平) 6 河村 大毅

9 前岡 信吾(→11 坂本 一輝) 17 松田 力

10 淵本 翔太 30 峯崎 聖久(→39 谷尾 駿)

◆得点(アシスト)

立命大 16分 10 淵本 翔太( 9 前岡 信吾)

びわこ大 27分 17 松田 力

大体大 ３－４ 大院大

■4月22日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
大体大 大院大
1 姫野 昂志 1 太田 岳志
2 山口 幸太(→ 7 國吉 祐介) 20 日髙 大地(→16 長友 啓悟)
12 坂本 修佑 5 大西 泰裕
4 濱上 孝次 4 久保 卓哉
28 藤山 宗徳 25 富永 成文
6 山本 大稀 9 吉田 実成都
14 池永 航 22 山千代 大斗
8 山田 貴文 6 柿木 亮介
11 田上 勇輝 7 望月 聖矢
9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介) 87 脇 裕基(→54 瀧谷 亮)
10 澤上 竜二(→19 脇 睦) 64 岡本 和輝(→33 西田 康貴)

◆得点(アシスト)
大体大 31分 10 澤上 竜二(28 藤山 宗徳)
大院大 57分 64 岡本 和輝(87 脇 裕基)
大体大 58分 9 伊佐 耕平
大体大 61分 6 山本 大稀( 2 山口 幸太)
大院大 63分 6 柿木 亮介
大院大 69分 22 山千代 大斗( 7 望月 聖矢)
大院大 85分 6 柿木 亮介



１部リーグ 第４節見どころ
■4月28日(土) 於：大阪長居スタジアム
第1試合 11:30 KICK OFF 同志社大学ＶＳ立命館大学

「立命館は京都選手権で後半ゲームを作らせてくれなかった手ごわい相手。気持ちを切り替え勝つしかない」と同
大の望月慎之監督。対して「向こう（同大）も勝ちがないので必死に来ると思う。受けに回らないように自分たち

のサッカーをある程度できる段階にはなっているので、しっかり決めるべきところを決めるのと、ピンチにしっか
り身体を張らないといけない」と立命大の藤原広太朗。ともに初勝利を目指す。
第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

「積極的にゴールを狙う。ゲームの中で、目的をはっきりさせることが大切」と桃山大の楚輪博監督。連勝を狙う。
対してびわこ大の望月聡監督は桃山大戦について「桃山大の攻撃は早いので守備の連動する時間を与えてくれない。
それに対応する守備力を高めないといけないし、切り替えも早くしなければならない」と話す。

■4月28日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 関西大学ＶＳ京都産業大学
リーグ戦初白星をあげた関西大。「連戦が続くが、自分たちのサッカーをしっかりやりたい」と田中

裕人選手。「関西大は関西で地力No.1のチーム。今節のようなサッカーができたらいい」と前節終了後
に京産大・古井裕之監督。前節初勝利をあげた両チーム。連勝を飾り勢いをつけるのはどちらか。

第2試合 14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ大阪体育大学
近畿大の松井清隆監督は「まずは精神面。改めてしっかりサッカーと向き合っていかなければならな

い」と話す。対して大体大の坂本康博総監督は「近大は調子悪いね。ウチは点は必ず取れるから、守備

ですね。連戦になるから１年が交代で活躍してくれたらいいが」と話す。
■4月28日(土) 於：高槻市立総合スポーツセンター
第1試合 11:30 KICK OFF 阪南大学ＶＳ大阪産業大学

「大産大は前線にタレントが揃っている。カウンターに気をつけて中途半端な試合はしないようにした
い」と阪南大の須佐徹太郎監督は大産大を警戒する。対する大産大は前節今季初黒星となったが現在失
点は２。堅い守備からゴールを奪いたい。

第2試合 14:00 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ大阪学院大学
ここまで１分２敗と未だ白星のない関学大。今季初勝利を目指す。対する大院大の藤原義三監督は

「関学は調子が悪そうだが、だから余計に必死さがあるはず。自信が過信にならないようにしたい」と

関学大戦に向け気を引き締める。

関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。
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