
O F F I C I A L
M A T C H D A Y
P R O G R A M
発行：関西学生サッカー連盟

2012年4月30日発行 第5号

第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月30日(月・祝) 前期 第5節
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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月28日(土) 前期 第4節 GAME RESULT

同志社大学ＶＳ立命館大学

桃山学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

桃山大 １－０ びわこ大

■4月28日(土) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

桃山大 びわこ大

21 圍 謙太朗 1 柴田 大地

30 草野 雄也 5 松田 陸

25 井上 哲郎 32 青山 喜典

3 谷口 功 15 小川 純平

4 宮崎 舟 33 山本 泰平

15 面家 康生 4 石間 寛人

20 菅原 鉄平 16 中村 謙吾(→ 7 杉山 雄亮)

17 海老名 翔太 6 河村 大毅(→39 谷尾 駿)

10 寺田 舜司(→14 畑中 章吾) 22 加藤 大樹(→ 9 横井 翔太)

22 松本 翼(→24 中西 倫也) 17 松田 力

9 中東 優治(→32 須藤 翔大) 10 竹内 一貴

◆得点(アシスト)

桃山大 67分 9 中東 優治

下剋上の様相を示している今年度のリーグ。この一戦

も予想以上の攻防の展開で、昨年の王者・桃山大もあわ

や、のピンチに再三みまわれた末、トラの子の１点をも

ぎ取って勝った。「攻守ともよく頑張ったと思う。局所

でも負けていなかった」（びわこ大・望月聡監督）とい

うように、ポゼッションは互角。むしろシュートへの意

識は、びわこ大が勝り、きわどいシュートで桃山大ゴー

ルをピンチに追い込んだ。今期のびわこ大は白星は1つ

（関西大戦）だが、引き分け２つで、まだ負けはない。

常に安定したゲーム運びが出来ている。バックボーンは

ＧＫ1,柴田大地を軸とした守備。中盤の徹底したプレス、

ＤＦラインのＧＫとの連携が素晴らしく最少失点に相手

を抑え込んでいる。このゲームでも、桃山大の多彩な攻

めに動ずることなく対応出来ていた。そして「全員攻撃」

（望月監督）で桃山大ゴールを攻めた。

桃山大の決勝ゴールは、そのびわこ大の堅陣を速さで

突いたものだった。ＦＷ9,中東優治がびわこ大のわずか

のスキをついて単身ドリブル突破、そしてそのままシュー

トして決勝点に結びつけた。ここはもう中東の状況判断

と意欲を褒める以外にない。またそういった切り札を持っ

ている強さが桃山大の強さのあかしでもある。

（文：関西学連）

同 大 ２－４ 立命大

■4月28日(土) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居スタジアム

◇出場選手
同 大 立命大
31 西浦 翔 1 寺石 智耶
26 平田 雄己 6 山田 樹
4 野地 諒平 4 藤原 広太朗
22 中城 諒 5 武本 成将
25 免田 朋己 15 武田 有祐
43 高塚 直行 13 日髙 洸平(→ 7 戸高 弘貴)
20 宮本 龍 28 谷口 智紀
8 矢野 亮 16 垣根 拓也(→33 栗島 拓也)
7 山崎 裕平(→29 西村 拓馬) 29 茂 平(→32 双木 亜門)
6 村上 慎(→17 八木下 和志) 9 前岡 信吾
13 田辺 馨史郎(→32 玉井 聡) 10 淵本 翔太

◆得点(アシスト)
同 大 20分 43 高塚 直行(13 田辺 馨史郎)
立命大 32分 9 前岡 信吾( 6 山田 樹)
立命大 48分 9 前岡 信吾(15 武田 有祐)
立命大 56分 10 淵本 翔太( 6 山田 樹)
立命大 73分 29 茂 平(28 谷口 智紀)
同 大 80分 8 矢野 亮( 7 山崎 裕平)

ともにまだ勝ち星のない両校、ライバルとして戦って

きた歴史をも合わせて熾烈な戦いを期待されたが、結果

は立命大の完勝に近い形になった。出だしは同大ペース。

ＭＦ8,矢野亮を起点に中盤を優位にゲームを進めた。そ

して２０分、速い展開でＦＷ13,田辺馨史郎がゴール前左

寄りのＭＦ43,高塚直行への絶妙のパスを通し、高塚が決

めて先制した。立命大ＤＦのウラを突くキラーパスだっ

た。ここでこれまでだったらペースに乗るはずの同大だ

が、今期のスタートの悪さ、合わせてチーム作りが、ま

だフィットしてないのか、逆に展開が小さくなって立命

大に付け込むスキを与えてしまった。立命大は３２分、

ＤＦ6,山田樹の左ＣＫをＦＷ9,前岡信吾がヘッドで決め

て同点に追いついた。この同点から立命大の動きに活気

が出始め、本来の奔放な展開に粘っこさ、しつこさが加

わって同大を押し込んだ。

後半３分、立命大は左サイドのＭＦ13,日髙洸平、ＤＦ

15,武田有祐と展開し、ゴール前の前岡が決めて勝ち越し。

このあたり同大ＤＦは明らかに経験不足を露呈し、立命

大の攻めに蹂躙された。立命大はカサにかかる攻めで後

半１１分にはＦＷ10,淵本翔太が、同２８分にはＭＦ29,

茂平がダメ押しともいえる４点目を入れて同大を突き放

した。

（文：関西学連）



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年4月28日(土) 前期 第4節 GAME RESULT

近畿大学ＶＳ大阪体育大学

関西大学ＶＳ京都産業大学

近畿大 ３－２ 大体大

■4月28日(土) 14:00 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

近畿大 大体大

1 大西 勝俉 1 姫野 昂志

4 水谷 尚貴(→28 古賀 謙亮) 2 山口 幸太

5 清水 大輔 12 坂本 修佑

26 岩田 淳司 4 濱上 孝次

16 山田 真史 5 馬場 将大

8 大北 啓介 6 山本 大稀(→20 久保田 駿斗)

6 松本 惇史 14 池永 航

14 田中 福彦 8 山田 貴文(→26 永冨 誠也)

27 桑島 昂平(→10 山脇 揚平) 11 田上 勇輝

33 福井 秀 9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介)

11 刈谷 聖哉(→30 小川 和俊) 10 澤上 竜二

◆得点(アシスト)

近畿大 3分 5 清水 大輔

大体大 58分 11 田上 勇輝(10 澤上 竜二)

近畿大 70分 6 松本 惇史(14 田中 福彦)

近畿大 80分 11 刈谷 聖哉

大体大 82分 22 渡邉 悠介 (20 久保田 駿斗)

開幕から３戦勝利なしの近畿大と、３戦で11得点と攻

撃力が抜群の大体大の一戦。

スターティングメンバーに１年生を５人と、前節から

メンバーを大きく変更して臨んだ近畿大。試合開始から

３分、ＦＫにＤＦ5,清水大輔が頭で合わせ幸先良く先制

する。対する大体大は先制こそされたものの、抜群の攻

撃力を発揮。積極的にシュートを放ち、近畿大のゴール

を脅かす。しかし枠を捉えきれず、前半は１－０で終了

した。

後半、先に動いたのは大体大だ。１３分、ＭＦ11,田上

勇輝がＦＷ10,澤上竜二の浮き球パスをゴール右隅へ突き

刺し、１－１とする。その勢いのまま次々と攻めこむ大

体大だが、なかなかチャンスをものに出来ない。逆に前

がかりになったところをカウンターでつかれ、２５分、

近畿大のＭＦ6,松本惇史に追加点を許してしまう。３５

分には、ＤＦを交わしたＦＷ11,刈谷聖哉に３失点目。直

後の３７分にＦＷ22,渡邉悠介が１点を返すものの、反撃

はそこまで。大体大は守備面で課題が残る結果となった。

近畿大はシュート本数では劣ったが、数少ない決定機を

ものにした。「崖っぷちだった」と松井清隆監督。厳し

い状況を粘り強く戦い、今季初勝利を掴んだ。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関西大 ６－０ 京産大

■4月28日(土) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
関西大 京産大
1 金谷 和幸 1 三宅 貴憲
3 都並 優太 2 金 大貴
4 小椋 剛 5 西口 諒
23 寺岡 真弘 34 柳沢 恒
25 秋山 貴嗣 8 千谷 優介(→14 松田 康佑)
7 岡崎 建哉(→ 5 稲森 睦) 6 冨田 慧
6 田中 裕人 13 安藤 由翔
8 和田 篤紀 49 米丸 智幾
21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 11 坂本 樹是(→30 美濃部 寛貴)
20 海田 佳祐 9 中川 裕介(→26 田村 祐也)
19 木村 一貴(→27 辻 拓郎) 10 佐々木 一輝

◆得点(アシスト)
関西大 28分 8 和田 篤紀
関西大 44分 19 木村 一貴( 8 和田 篤紀)
関西大 66分 20 海田 佳祐( 7 岡崎 建哉)
関西大 80分 10 安藤 大介
関西大 86分 6 田中 裕人(27 辻 拓郎)
関西大 90＋1分 10 安藤 大介(20 海田 佳祐)

前節、共に勝利を飾っている両チームの戦い。今節も

連勝して流れを作りたいところだ。

序盤からペースを掴んだのは関西大だ。積極的にクロ

スを仕掛け、ゴールを狙う。試合が動いたのは前半２８

分。ＭＦ8,和田篤紀が見事なミドルシュートを沈め先制

すると、勢いづいた関西大。４３分には、ＤＦ23,寺岡

真弘とのワンツーから抜けだした和田が、ＧＫと1対1の

場面で冷静にＦＷ19,木村一貴に流し、２ー０へ。対す

る京産大は関西大の前線からのプレスを前にボールを繋

げず、前半放ったシュートは０本。そのまま関西大ペー

スで前半を終える。

後半も立ち上がりから京産大のゴールに迫る関西大。

積極的にＤＦの裏を狙い、チャンスを作る。そして１９

分。ＭＦ7,岡崎建哉がペナルティエリアで1人交わし、

ＦＷ19,海田佳祐と合わせて３－０へ。後半３０分には、

ＦＷ10,安藤大介が弾かれたクロスに反応し、駄目押し

の４点目を押し込んだ。京産大は、ＦＷ10,佐々木一輝

がミドルシュートを放つなど反撃を試みるも、終始防戦

一方の展開の中で放てたシュートは２本。４１分、４６

分にも関西大に追加点を奪われ、６失点を喫する大敗と

なった。６得点をあげた関西大は２連勝。上位浮上への

はずみをつけたいところだ。

（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28日(土) 前期 第4節 GAME RESULT

阪南大学ＶＳ大阪産業大学

関西学院大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大が底力を見せた。２位阪南大と３位大産大の上

位直接対決は、劇的ドローで幕を閉じた。

試合はいきなり動く。前半４分、大産大が鮮やかなパ

スワークから右サイドを突破し、最後はＤＦ4,満生充の

クロスにＦＷ7,清水良平が右足で合わせ先制。さらに同

２３分にもカウンターから大産大が追加点を奪う。ボー

ルを保持していたのは阪南大だったが、シンプルな崩し

で大産大が２点をリードし前半を折り返した。

後半に入ってもなかなか決定機を作ることができない

阪南大。一方の大産大は５３分にＦＷ11,川西誠を投入

し追加点を狙うと、５８分、その川西が阪南大ディフェ

ンスの裏に抜け出しゴール。２、３節で４－０と圧勝し

ている阪南大に対し３点のリードを奪った。

しかしここから阪南大の反撃が始まる。６４分に１点

を返すと、試合終了間際の９０分にも追加点。さらに９

２分にＭＦ10,神門拓哉が土壇場で同点ゴールを奪い、

試合はそのまま終了した。なんとか勝ち点１をもぎ取っ

た阪南大、須佐徹太郎監督は「あんな簡単に失点しては

いけない。速い展開ができないなかでも無理矢理でも勝

たないと」と気を引き締めた。ともに上位はキープした

ものの、課題の残る一戦となった。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

関学大が首位・大院大を下し、今季リーグ戦初勝

利を挙げた。

前半は大院大ペース。両サイドからのクロスやシュー

トで関学大ゴールをおびやかす。しかし関学大はGK2

1,一森純を中心に最後のところで粘りを見せ失点は

許さず。攻撃では前半シュート２本に抑えられたが、

無失点で前半を折り返した。

ゲームが動いたのは４９分。先制したのは前半攻

めあぐねていた関学大だった。右サイドバック・Ｄ

Ｆ14,加藤龍平の速いクロスにＭＦ32,星野吉信が頭

で合わせ１－０とした。追いつきたい大院大は、こ

こまで３試合で９得点と好調な攻撃陣が相手ゴール

に襲いかかったが、関学大が体を張った守備を見せ

得点は奪えない。終了間際に猛攻をしかけたが、最

後まで粘り強いサッカーを披露した関学大が１点差

で勝利した。「自信を無くしていた部分もあったの

で、絶対ゼロ失点で抑えたかった。一人一人が気持

ちを強く持ってプレーできていた」とＧＫ21,一森純。

ようやく手にした無失点での勝ち点３を浮上のきっ

かけにしたいところだ。

（文：関学スポーツ 和氣 大輔）

関学大 １－０ 大院大

■4月28日(土) 14:00 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手

関学大 大院大

21 一森 純 1 太田 岳志

14 加藤 龍平 20 日髙 大地

5 岡崎 太一 5 大西 泰裕

16 福森 直也 4 久保 卓哉

30 井筒 陸也 25 富永 成文

3 井林 章 9 吉田 実成都

33 原口 祐次郎 22 山千代 大斗(→37 木野田 涼)

23 泉 宗太郎 6 柿木 亮平

32 星野 吉信 7 望月 聖矢

9 浅香 健太郎 87 脇 裕基(→33 西田 康貴)

29 呉屋 大翔 64 岡本 和輝(→54 瀧谷 亮)

◆得点(アシスト)

関学大 49分 32 星野 吉信(14 加藤 龍平)

阪南大 ３－３ 大産大

■4月28日(土) 11:30 KICK OFF

於：高槻市立総合スポーツセンター

◇出場選手
阪南大 大産大

21 原田 直樹 51 神園 優

19 飯尾 竜太朗(→15 香川 勇気) 4 満生 充

4 永井 鷹也 30 大出 佳孝

3 二見 宏志 3 阪口 聡一

6 本多 勇喜 24 幾 将崇

37 田辺 翼(→20 多木 理音) 13 太田 悠人

8 窪田 良 23 塩川 慎也(→14 鈴木 峻太)

10 神門 拓弥 15 森脇 大介(→11 川西 誠)

11 泉澤 仁 7 清水 良平

18 奥野 将平(→22 工藤 光輝) 6 江口 直生

23 小池 恭一 9 夏苅 光平(→19 前島 聖司)

◆得点(アシスト)

大産大 4分 7 清水 良平( 4 満生 充)

大産大 23分 7 清水 良平( 9 夏苅 光平)

大産大 58分 11 川西 誠( 6 江口 直生)

阪南大 64分 22 工藤 光輝

阪南大 90分 20 多木 理音( 4 永井 鷹也)

阪南大 90＋2分 10 神門 拓哉



１部リーグ 第５節見どころ
■4月30日(月・祝) 於：大阪長居第２陸上競技場

第1試合 11:30 KICK OFF 阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
阪南大は４試合で１４得点と攻撃力は抜群だが、「守備で隙を作ってはいけない」と須佐徹太郎監督。

失点が減ればさらに恐くなる。びわこ大の望月聡監督は「負けたがよくやった。この内容をこれから
も続けることが大事。だが何度もチャンスがありながら決めきれなかった。これからは決められると
きは決めきるサッカーを」と前節を振り返る。

第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪体育大学
関西大の田中裕人選手は「連戦になるが、１試合１試合潰れてもいいくらい、全力でやりたい」と話
す。ここ２試合で連敗となった大体大。今節勝利を飾り連敗を止めたい。

■4月30日(月・祝) 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大阪学院大学
近畿大の松井清隆監督は「連戦だが、環境が悪くなればなる程勝てるので、ここから引き締めてやっ

ていきたい」と話す。前節の勝利をきっかけに上位進出を狙いたい。対して前節、今季初黒星を喫し
たものの、依然首位の大院大。連敗は避けたいところだ。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ立命館大学
桃山大の楚輪博監督は「内容が悪い。勝ったということだけ。もっと左右サイドを使った展開が出来
ないと。今後、徹底させていきたいが」と話す。立命大の松岡耕自コーチは「シュート、ゴールへの

意識が出てきた。攻守のつながりも出てきた。間ノビをなくしいい距離でのサッカーも出てきたので、
このサッカーを何とかやっていく」と話す。
■4月30日(月・祝) 於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

第1試合 11:30 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ京都産業大学
関学大は前節リーグ初勝利。「一勝に満足せず、一つ一つのプレーをこだわってやっていきたい」と
ＧＫ一森純は意気込む。対して京産大の西口諒選手は「(今日の大敗を）切り替えて勝ちに行く。連戦

を勝ち抜くことが大切」と話す。
第2試合 14:00 KICK OFF 同志社大学ＶＳ大阪産業大学

同大の望月慎之監督は「ＤＦのウラを攻められ対応できなかった。修正はその一点。攻めは悪くない
ので、先手を取ればリズムを取り戻せる」と話す。対して前節、３－０から追いつかれた大産大。上
位はキープしているだけに、勝って再浮上したい。

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、関学スポーツ 和氣 大輔、関西学連


