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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 GAME RESULT

阪南大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

関西大学ＶＳ大阪体育大学

関西大 ２－１ 大体大

■4月30日(月・祝) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手

関西大 大体大

1 金谷 和幸 1 姫野 昂志

2 内田 恭兵 2 山口 幸太(→26 永冨 誠也)

4 小椋 剛 14 池永 航

23 寺岡 真弘 4 濱上 孝次

25 秋山 貴嗣 5 馬場 将大

5 稲森 睦 6 山本 大稀

6 田中 裕人 7 國吉 祐介

8 和田 篤紀(→ 7 岡崎 建哉) 8 山田 貴文

17 奥田 勇太 11 田上 勇輝(→20 久保田 駿斗)

20 海田 佳祐(→27 辻 拓郎) 9 伊佐 耕平(→22 渡邉 悠介)

19 木村 一貴(→10 安藤 大介) 10 澤上 竜二

◆得点(アシスト)
大体大 23分 10 澤上 竜二( 5 馬場 将大)

関西大 65分 17 奥田 勇太

関西大 86分 17 奥田 勇太( 7 岡崎 建哉)

３連勝を目指す関西大と、連敗脱出を狙う大体大の一戦。

試合開始から一進一退の攻防戦となるも、互いに決定機

を作り出せない。そんな中、試合が動いたのは前半２３

分。ＤＦ,5馬場将大の左サイドからのパスに反応したＦ

Ｗ10,澤上竜二が先制ゴールを決める。流れにのりたい

大体大だったが、パスがつながらず前線までボールを運

べない。一方の関西大もチャンスを作れないまま前半が

終了。両校合わせて前半のシュート数はわずか３本にと

どまった。

しかし、後半に入ると関西大が猛攻を仕掛け始める。

積極的にパスを回し、大体大のゴールを脅かす。すると

６５分、ＦＷ17,奥田勇太がこぼれ球を押し込み１－１

の同点に追いつく。攻撃の手を緩めることのない関西大

はさらに８６分。途中出場のＭＦ7,岡崎建哉が右サイド

を駆け上がり、ゴール前へ。岡崎から放たれたボールを

奥田が右足で合わせ、逆転となる２点目を手にした。そ

のまま試合は終了し、２－１で関西大が３連勝を飾った。

一方３連敗となった大体大、坂本康博総監督は「追い詰

められてしまった」と敗因を語ったうえで、「あとは勝

つしかない」と気を引き締めた。

（文：関大スポーツ編集局 池田 なみほ）

阪南大 ７－１ びわこ大
■4月30日(月・祝) 11:30 KICK OFF
於：大阪長居第２陸上競技場

◇出場選手
阪南大 びわこ大
21 原田 直樹 1 柴田 大地(→21 藤田 崇雄)
6 本多 勇喜 5 松田 陸
4 永井 鷹也(→26 堀 滉二郎) 3 端山 亮平
15 香川 勇気 15 小川 純平
3 二見 宏志 33 山本 泰平
8 窪田 良 7 杉山 雄亮
37 田辺 翼 16 中村 謙吾
10 神門 拓弥(→25 川崎谷 輝) 4 石間 寛人
9 可児 壮隆 6 河村 大毅(→18 矢澤 貴文)
11 泉澤 仁(→22 工藤 光輝) 30 峯崎 聖久
23 小池 恭一 22 加藤 大樹(→28 西村 勇太)

◆得点(アシスト)
阪南大 1分 23 小池 恭一(10 神門 拓弥)
阪南大 38分 11 泉澤 仁(23 小池 恭一)
阪南大 43分 23 小池 恭一(37 田辺 翼)
びわこ大 45分 オウンゴール
阪南大 52分 11 泉澤 仁( 9 可児 壮隆)
阪南大 58分 23 小池 恭一(11 泉澤 仁)
阪南大 85分 22 工藤 光輝( 3 二見 宏志)
阪南大 86分 23 小池 恭一(22 工藤 光輝,15 香川 勇気)

４節終了時点で、チーム得点トップに君臨する阪南大。今

節でもびわこ大を相手に底力を見せつけ、大差での勝利を収

めた。

試合が動いたのは、開始わすが１分。ＭＦ10,神門拓弥から

のパスを受けたＦＷ23,小池恭一が、鮮やかな先制弾を決める。

一気に流れをつかんだ阪南大は３８分にもＭＦ,11泉澤仁が追

加点を奪う。さらに４３分には先制点を決めた小池が、豪快

なシュートで３点目を挙げた。一方のびわこ大はシュートを

放つものの、阪南大の鉄壁ＤＦに阻まれ得点に結びつけるこ

とができない。前半終了間際には阪南大にオウンゴールがあっ

たものの、終始阪南大がペースを握り、３－１で前半を終え

た。

後半に入っても、阪南大の攻撃は止まらない。５２分には

泉澤が４点目を追加、続く５８分にも小池が５点目を挙げる

など、抜群の攻撃力でびわこ大のゴールに襲いかかる。一方

のびわこ大はパスがつながらず、終始防戦となってしまう。

８５分、８６分にも阪南大がゴールを決め、７－１で試合終

了となった。５節を終え、２１得点と驚異の得点力を見せる

阪南大だが「まだいけるはず」と須佐徹太郎監督。一方、大

差で敗れたびわこ大の望月聡監督は「いいところが全くなかっ

た」と今節を振り返った。

（文：関大スポーツ編集局 池田 なみほ）



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 GAME RESULT

桃山学院大学ＶＳ立命館大学

近畿大学ＶＳ大阪学院大学

桃山大 ２－１ 立命大

■4月30日(月・祝) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
桃山大 立命大
21 圍 謙太朗 1 寺石 智耶

30 草野 雄也 6 山田 樹

25 井上 哲郎 4 藤原 広太朗

3 谷口 功 5 武本 成将

4 宮崎 舟 15 武田 有祐

15 面家 康生 33 栗島 拓也

20 菅原 鉄平 28 谷口 智紀

17 海老名 翔太(→14 畑中 章吾) 7 戸高 弘貴(→13 日髙 洸平)

10 寺田 舜司 8 宮本 徹

9 中東 優治(→32 須藤 翔大) 11 坂本 一輝

22 松本 翼(→24 中西 倫也) 10 淵本 翔太(→30 筒井 亮磨)

(→25 岩崎 優)

◆得点(アシスト)
桃山大 31分 25 井上 哲郎(30 草野 雄也)

桃山大 37分 22 松本 翼

立命大 75分 13 日髙 洸平(33 栗島 拓也)

昨季王者の桃山大は４戦すべて１点差という接戦を凌

ぎ３勝１敗で現在２位。対する立命大は得点力不足に苦

しんでいたが、前節伝統の同立戦では４－２でようやく

初勝利。だが勝利の立役者ＦＷ前岡は連戦を考慮しメン

バー外だ。

スタートから随所でハードな当たりを見せ攻め合う両

チーム。立命大ＦＷ11,坂本一輝がＦＫを直接狙うが大き

く外れる。桃山大もＦＷ22,松本翼のシュートはＧＫ1,寺

石智耶が阻む。均衡は３１分に破れる。桃山大は右ＣＫ

からＤＦ25,井上哲郎がヘッドで決め先制する。すぐに立

命大はＭＦ7,戸高弘貴のスピードドリブルで反撃に出る。

だが３７分、桃山大は右サイドから崩し、松本が見事な

左足ボレーで２－０とし、立命大を突き放す。

後半開始から攻め込む立命大は、坂本が強引にシュー

トを２本、３本と放つが、的確に桃山大ＤＦがブロック

し得点にはならない。立命大は交代出場のＭＦ13,日髙洸

平が左サイドを破りクロスを送るがわずかに合わない。

桃山大もＦＷ9,中東優治がフリーチャンスを外し天を仰

ぐ。７５分、立命大は日髙がＤＦに競り勝ってゴール、

１点差に迫る。しかし、桃山大は残り時間に守りに入ら

ず、攻め切ることで時間を使い手堅く３連勝を決めた。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

近畿大 １－５ 大院大
■4月30日(月・祝) 11:30 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
近畿大 大院大

1 大西 勝俉 1 太田 岳志

4 水谷 尚貴 20 日髙 大地(→139 浜崎 拓磨)

5 清水 大輔 5 大西 泰裕

16 山田 真史 4 久保 卓哉

26 岩田 淳司 25 富永 成文

8 大北 啓介(→19 青山 賢吾) 9 吉田 実成都

6 松本 惇史 22 山千代 大斗

14 田中 福彦 6 柿木 亮平

27 桑島 昂平(→10 山脇 揚平) 7 望月 聖矢

33 福井 秀 87 脇 裕基(→54 瀧谷 亮)

11 刈谷 聖哉(→30 小川 和俊) 33 西田 康貴(→48 枡屋 竜治)

◆得点(アシスト)
大院大 34分 6 柿木 亮介( 7 望月 聖矢)

大院大 60分 33 西田 康貴(87 脇 裕基)

大院大 70分 22 山千代 大斗

大院大 78分 7 望月 聖矢( 9 吉田 実成都)

大院大 81分 33 西田 康貴(20 日髙 大地)

近畿大 90＋2分 14 田中 福彦( 6 松本 惇史)

開幕から強豪関西大と昨季優勝桃山大に連勝し１部昇格

組ながら３勝１敗で首位の大院大は、前節関学大に敗れ連

敗だけは避けたい。一方、昨季３位の近畿大は前節ようや

く初勝利、勝って波に乗りたい。

序盤はともにミスを多発し攻撃の形が見えない展開。最

初のチャンスは近畿大だったがシュートはポストをヒット。

そして３４分、ＭＦ6,柿木亮介のミドルにＧＫの反応は鈍

くネットが揺れる。「先制できたのが大きい」とは藤原監

督。その後もＭＦ7,望月聖矢の展開から9,吉田実成都の突

破力を活かす大院大がＭＦ22,山千代大斗のミドル、ＤＦ4,

久保卓哉のヘッドで近畿大ゴールを脅かした。近畿大は１

トップの11,刈谷聖哉を走らせるダイレクトプレーで攻め

るが、なかなかシュートに持ち込めない。

後半の大院大はいきなりＦＷ87,脇裕基がＧＫと１対１

を右に外すが、その後も攻め続け、６０分ＦＷ33,西田康

貴のボレーで、１０分後にも相手クリアを山千代が狙いす

まして決めほぼ試合は決着。７８分に望月、８１分に西田

がこの日２点目を決め５－０。前節大体大との激戦から中

１日で疲れの見える近畿大も試合を捨てず、ＭＦ14,田中

福彦が１点を返し次節につなげた。大勝の大院大は首位を

守った。

（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30日(月・祝) 前期 第5節 GAME RESULT

関西学院大学ＶＳ京都産業大学

同志社大学ＶＳ大阪産業大学

第４節を終えて、共にリーグ戦９位と苦戦している

両チーム。勝利を積み重ねて、上位に食い込みたいと

ころだ。

前半、速いパス回しからゴールを狙っていく関学大。

ＭＦ23,泉宗太郎がサイドから積極的に仕掛けるなど、

チャンスを作り出すがシュートに繋がらない。対する

京産大は前線から献身的な守備でプレッシャーをかけ、

カウンターに繋げるべく、中盤でのボール奪取を狙う。

試合が動いたのは、０－０のまま終わるかと思われた

前半４４分。京産大ＭＦ16,松田悠佑のパスを受けた

ＦＷ9,中川裕介がゴールに突き刺し、先制。相手のミ

スを見逃さず、数少ないチャンスをものにした京産大

のリードで前半を終える。

後半、１点を取ろうと猛攻を仕掛ける関学大。決定

機を何度となく作りだすも、枠を捉えきれない。逆に、

前がかりになっていたところを見逃さず、再び得点を

奪ったのは京産大だ。後半３６分、狙い通りのカウン

ターから、ＭＦ13,安藤由翔のパスをＭＦ49,米丸智幾

がゴール前で冷静に沈め２－０へ。そのまま逃げ切っ

た京産大。前節の大敗の悔しさを晴らした。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

未だ白星を挙げられず最下位に沈む同大と４位の大産

大の一戦は激しい打ち合いとなった。１３分、左サイド

からのクロスを同大ＭＦ6,村上慎が絶妙のトラップ。

「あのトラップが全て」と村上。落ち着いてシュートを

流し込んだ。その９分後、またしても左からのクロスを

基点に最後はＭＦ7,山崎裕平が叩き込み２－０。大産大

のシュート数を２本に抑え込んだ同大ペースで前半を折

り返す。

後半、互いに１点ずつを追加し３－１で試合は終盤へ

と突入する。すると、大産大が「同大の運動量が落ちる

のは分かっていた」（大産大・櫛引実監督）というよう

に、積極的に同大ディフェンスの裏を狙い攻勢を強める。

すると８１分、同大ディフェンスの連携ミスを突きＦＷ

11,川西誠が決め１点を返す。さらに怒とうの反撃をみ

せる大産大は８３分、ＣＫからＤＦ4,満生充が強烈なヘ

ディングを叩き込み、ついに同点に。このまま引き分け

で終わるかと思われた９２分、試合を決めたのは同大だっ

た。ＣＫを大産大ＧＫがキャッチミス。こぼれたところ

をＤＦ22,中城諒が押し込み４－３。同大が歓喜の初勝

利を挙げた。

（文：同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人）

同 大 ４－３ 大産大
■4月30日(月・祝) 14:00 KICK OFF
於:山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手
同 大 大産大

31 西浦 翔 51 神園 優

26 平田 雄己 4 満生 充

4 野地 諒平 30 大出 佳孝(→19 前島 聖司)

22 中城 諒 3 阪口 聡一

25 免田 朋己 24 幾 将崇

43 高塚 直行(→17 八木下 和志) 14 鈴木 峻太(→10 中山 仁斗)

8 矢野 亮 7 清水 良平

20 宮本 龍 13 太田 悠人(→15 森脇 大介)

6 村上 慎(→18 佐藤 匠) 6 江口 直生

7 山崎 裕平(→13 田辺 馨史郎) 9 夏苅 光平

32 玉井 聡 11 川西 誠

◆得点(アシスト)
同 大 13分 6 村上 慎
同 大 22分 7 山崎 裕平
大産大 50分 11 川西 誠
同 大 57分 7 山崎 裕平(20 宮本 龍)
大産大 81分 11 川西 誠
大産大 83分 4 満生 充( 6 江口 直生)
同 大 90＋2分 22 中城 諒

関学大 ０－２ 京産大

■4月30日(月・祝) 11:30 KICK OFF

於：山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◇出場選手

関学大 京産大

21 一森 純 1 三宅 貴憲

14 加藤 龍平(→ 2 沓掛 勇太) 2 金 大貴

5 岡崎 太一 5 西口 諒

16 福森 直也 19 上大田 悟

30 井筒 陸也 6 冨田 慧

33 原口 祐次郎 14 松田 康佑

3 井林 章 13 安藤 由翔

23 泉 宗太郎 49 米丸 智幾

32 星野 吉信(→34 永澤 圭祐) 16 松田 悠佑(→30 美濃部 寛貴)

9 浅香 健太郎 10 佐々木 一輝(→ 8 千谷 優介)

29 呉屋 大翔(→10 山内 一樹) 9 中川 裕介(→26 田村 祐也)

◆得点(アシスト)

京産大 44分 9 中川 裕介(16 松田 悠佑)

京産大 81分 49 米丸 智幾(13 安藤 由翔)



１部リーグ 第６節見どころ
■5月3日(木・祝) 於：キンチョウスタジアム
第1試合 11:30 KICK OFF 同志社大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学
「びわこ大は前線に強さを感じる。昨年の開幕戦で大敗しているだけに挑戦者の気持ちで挑みたい」
と同大の望月慎之監督。対する同大、望月聡監督は前節の７失点も「勢いのある相手にどう対処する
のか、いい教訓になった」と一言。教訓を糧に、３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阪南大学
桃山大の楚輪博監督は「メンバーは勝っている限りはケガさえなければやらせる。このくらいでしん
どいと言っていたらやっていけない。若いんだから。阪南が相手だといっても変えることはない」と
話す。ここまで５試合で２１得点と驚異の攻撃力を見せる阪南大。強力な攻撃を武器に、勝ち星を奪
いにいく。
■5月3日(木・祝) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド
第1試合 11:30 KICK OFF 関西学院大学ＶＳ大阪産業大学
「関学らしく、粘り強く戦うのみ」と関学大の成山一郎監督。対して「（関学大は）阿部や梶川が抜
けて何かしてくるという怖さは無くなったが、その分堅実。ガチンコ勝負になる」とは大産大の櫛引
実監督。過密連戦の半ば、軍配はどちらに。
第2試合 14:00 KICK OFF 関西大学ＶＳ大阪学院大学
３連勝と好調の関西大。「中２日だか、課題を克服していきたい」と島岡健太監督。４連勝で、序盤
の遅れを取り戻せるか。対して大院大の望月聖矢は「合宿で鍛えたので連戦は大丈夫。そういう中で
どれだけできるか」と話す。
■5月3日(木・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 大阪体育大学ＶＳ京都産業大学
逆転負けを喫した大体大。坂本康博総監督は「勝てるようになんとかしないと」と話す。連敗脱出を
目指し、京産大に挑む。京産大の古井裕之監督は「うちは１戦１戦を必死でやるしかない」と話す。
得意のカウンターを発揮出来るか。
第2試合 14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ立命館大学
近畿大の松井清隆監督は「ウチも立命も良くないと思う。とにかく立て直します。前節の大体大戦で
身体的に疲労がすごかったので（今日はきつかった）」と話した。対して立命大の仲井昇監督は
「（近畿大は）どういうサッカーをしてくるかが全く見えない。相手との駆け引きの中で自分たちで
仕掛けていく。ちょっと消極的なサッカーになりつつあるので、積極的なサッカーをもう少し出して
いきたい」と話す。

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

関大スポーツ編集局 池田 なみほ、サッカーライター 貞永 晃二、

ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子、同志社スポーツアトム編集局 竹内 淳人


