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第90回関西学生サッカーリーグ
2012年5月12日(土)・13日(日) 前期 第8節

第７節結果

阪南大(11) 順延 京産大(7)

桃山大(15) ０－１ 大体大(10)

関西大(13) ２－２ 立命大(9)

同 大(4) １－２ 近畿大(7)

大産大(10) １－０ 大院大(12)

関学大(7) １－３ びわこ大(11)

( )は勝ち点

ＰＨＯＴＯ：森田直樹



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年5月6日(日) 前期 第7節 GAME RESULT

桃山学院大学ＶＳ大阪体育大学

桃山大 ０－１ 大体大

■5月6日(日) 14:00 KICK OFF

於：大阪長居スタジアム

◇出場選手

桃山大 大体大

21 圍 謙太朗 1 姫野 昂志

30 草野 雄也 14 池永 航

25 井上 哲郎 12 坂本 修佑

3 谷口 功 4 濱上 孝次

4 宮崎 舟 5 馬場 将大

15 面家 康生 6 山本 大稀

20 菅原 鉄平 7 國吉 祐介

17 海老名 翔太(→14 畑中 章吾) 8 山田 貴文

10 寺田 舜司(→32 須藤 翔大) 11 田上 勇輝(→20 久保田 駿斗)

22 松本 翼(→24 中西 倫也) 9 伊佐 耕平(→19 脇 睦)

9 中東 優治 10 澤上 竜二(→22 渡邉 悠介)

◆得点(アシスト)

大体大 24分 9 伊佐 耕平( 4 濱上 孝次)

条件は各校とも同じだが、ゴールデンウイークの９日間で

４試合は厳しい。如実にそれがゲームに出たのが桃山大。

「らしさ」が全くゲームで発揮できず大体大に黒星を喫した。

「思い切ったプレーでぶつかる」（大体大・坂本康博総監督）

方針通り、大体大はスタートから精力的に動いた。桃山大は

合わせるように動きそのものは互角に渡り合ったが、そのこ

とで桃山大は「らしさ」を失い、最後まで立ち直れなかった。

両サイドを生かす、大きくサイドを変えて相手ＤＦをずらせ

る、速いタテ攻撃･･･個々の高いスキルを基本に積み上げて

いく戦術が、影をひそめ、ただ個人の持ち味を生かすだけの

単調な攻めを終始した。

大体大の唯一の得点は２４分に生まれた。中盤右寄りの地

点でのＦＫ（ＤＦ4,濱上孝次がキック）をゴール前中央のＦ

Ｗ9,伊佐耕平が胸でワントラップして決めた。ＤＦが防ぎよ

うのない鮮やかなシュートだった。後手に立った桃山大だが、

その後も、また後半も、激しさこそ加わったが、戦術的には

なんら変わることはなかった。ということは精神力、体力、

運動量、激しさでは自信を持つ大体大のペースにはまってい

るということ。桃山大は決定的なチャンスも最後まで生かせ

ず痛恨の１敗をゆるした。

（文：関西学連）

阪南大学ＶＳ京都産業大学

11:30 Kick off 予定の 阪南大学ＶＳ京都産業大の試合は
天候の影響により以下の日程に順延となりました。

6月28日（木）17:00 Kick off 於：J-GREEN堺メインフィールド



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年5月6日(日) 前期 第7節 GAME RESULT

同志社大学ＶＳ近畿大学

関西大学ＶＳ立命館大学

同 大 １－２ 近畿大

■5月6日(日) 14:55 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

同 大 近畿大

61 小出 直紀 1 大西 勝俉

17 八木下 和志 4 水谷 尚貴

22 中城 諒 15 木田 稔彦

4 野地 諒平 20 安田 潤二

46 井上 雄貴 5 清水 大輔

18 佐藤 匠(→30 西村 洋亮) 10 山脇 揚平

8 矢野 亮 6 松本 惇史

20 宮本 龍 14 田中 福彦(→30 小川 和俊)

6 村上 慎(→43 高塚 直行) 19 青山 賢吾(→ 8 大北 啓介)

32 玉井 聡(→13 田辺 馨史郎) 9 田中 啓太

7 山崎 裕平 11 刈谷 聖哉(→ 7 布施 俊樹)

◆得点(アシスト)

近畿大 21分 10 山脇 揚平( 9 田中 啓太)

近畿大 25分 11 刈谷 聖哉(19 青山 賢吾)

同 大 61分 4 野地 諒平( 7 山崎 裕平)

昨季はともにインカレ出場を果たした両チームだが、

今季は開幕から黒星が先行しなかなか波に乗れない。下

位に沈む両チームにとって絶対に負けられないゲームと

なった。

前半、風上にたった同大はＭＦ8,矢野亮ＦＷ7,山崎裕

平を中心に攻め立てる。一方の近畿大は同大の裏のスペー

スをめがけてＤＦ陣がロングボールを放り込む形をとっ

た。２１分試合が動く。ビルドアップ最中の同大が中盤

で不用意なパスミス。ボールを奪った近畿大ＭＦ10,山脇

揚平とＦＷ9,田中啓太のワンツーから先制点を奪う。４

分後またもや同じような形でボールを奪いＭＦ19,青山賢

吾のループパスを受けたＦＷ11,刈谷聖哉が追加点。その

後も前線からプレスをかけ続けた近畿大がゲームを支配

し前半を終えた。

近畿大の勢いに防戦一方の同大であったが、６１分、

山崎のＣＫからＤＦ4,野地諒平のヘッドで１点を返す。

ここから同大にもエンジンがかかり、一進一退の攻防を

見せる。１点を追う同大が果敢に攻めるが、７５分のＤ

Ｆ17,八木下和志のＦＫもポストに嫌われるなど、粘り強

い近畿大ＤＦ陣の壁を崩せずタイムアップ。シュート数

は同大の１０本に対して近畿大４本。少ない好機をきっ

ちりものにした近畿大が勝利を収めた。

（文：同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一）

現在４連勝と好調の関西大と、未だ２勝の立命大との戦い。

試合開始直後、中盤でボールを受けた立命大ＭＦ13,日髙洸

平がドリブルでゴール前に運び、そのまま先制点を挙げる。直

後に雷雨のため、試合は一時中断。再開後、はじめにチャンス

を作ったのは関西大。左からのクロスにＦＷ19,木村一貴がヘ

ディングシュートでゴールを狙うも、ボールは枠の外へ。そし

て、すぐに立命大の反撃。パス受けた日髙放ったシュートがゴー

ルへ吸い込まれ、追加点。関西大はゴールを奪えず、立命大の

２点リードで前半を終えた。

後半は関西大ペースで試合が進む。５６分には、ペナルティ

エリア内に上げられたボールに反応した木村がヘディングシュー

ト。ボールは見事に枠を捕らえた。さらに６９分。ＭＦ6,田中

裕人が放ったミドルシュートが、ゴールの右隅に鮮やかに突き

刺さり、同点に。追いつかれた立命大はＭＦ29,茂平がドリブ

ルで切り込み、ゴールを狙うも得点にはならない。その後、両

校とも決勝点を奪えずに試合終了。先制しながらも引き分けに

甘んじた立命大の仲井昇監督は「関大が素晴らしかった」と相

手を称えた。一方、関西大の島岡健太監督は失点に関して、

「簡単にやられている」と反省を述べた。

（文：関大スポーツ編集局 峯松 佳世）

関西大 ２－２ 立命大

■5月6日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

関西大 立命大

1 金谷 和幸 1 寺石 智耶

3 都並 優太 6 山田 樹

23 寺岡 真弘 4 藤原 広太朗

4 小椋 剛 5 武本 成将

2 内田 恭兵 15 武田 有祐

7 岡崎 建哉 8 宮本 徹(→ 7 戸高 弘貴)

6 田中 裕人 28 谷口 智紀

8 和田 篤紀(→ 5 稲森 睦) 16 垣根 拓也(→33 栗島 拓也)

17 奥田 勇太(→10 安藤 大介) 13 日髙 洸平(→29 茂 平)

9 片岡 道則(→20 海田 佳祐) 11 坂本 一輝

19 木村 一貴 9 前岡 信吾

◆得点(アシスト)

立命大 3分 13 日髙 洸平(11 坂本 一輝)

立命大 15分 13 日髙 洸平(28 谷口 智紀)

関西大 56分 19 木村 一貴(20 海田 佳祐)

関西大 69分 6 田中 裕人( 7 岡崎 建哉)



第90回関西学生サッカーリーグ
2012年5月6日(日) 前期 第7節 GAME RESULT

大阪産業大学ＶＳ大阪学院大学

関西学院大学ＶＳびわこ成蹊スポーツ大学

リーグ開幕以来、好調を維持している大院大と、

現在２連敗を喫している大産大の一戦。前半開始早々

に雷雨で一時中断するトラブルが発生するも、天候

の回復により無事試合は再開する。

前半、ゴールへの積極的な姿勢が目立ったのは大

産大だ。ＤＦ4,満生充が右サイドを突破しチャンス

を作るなど、シュート数で大院大を上回る。「セカ

ンドボールを拾えていた」と櫛引実監督。そして３

８分。ＭＦ6,江口直生のＦＫに満生が頭で合わせ先

制。対する大院大は、決定機を逃すなど攻めあぐね、

得点を奪えないまま前半を終える。

１－０で迎えた後半、ペースを掴み出したのは大

院大だ。両サイドにパスを散らし、ピッチを広く使っ

て攻撃を仕掛ける。ＤＦ20,日髙大地が右サイドを突

破しシュートを放つなど決定機を作り出すも、なか

なかシュートに結びつかない。また、前半は好調だっ

た大産大だが、疲れからか後半、足が止まり始める。

後半だけでも９本のシュートを放つ大院大に攻め込

まれる展開が続くが、人数をかけて対応する事で何

とか失点をしのいだ。試合はそのまま１－０で終了

し、大産大が勝利。連敗を２で止めた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

前節、ともに勝利を収めている両チーム。連戦の最終

戦となる今節。勝利で締めくくるべく、連勝したいとこ

ろだ。

強風の中、始まったこの試合。前半、風下の影響もあっ

てパスが繋がらず、苦しんだびわこ大。シュートを放つ

も、枠を捉えきれない。逆に風上に立った関学大は、積

極的に攻撃を仕掛ける。そして２３分。関学大ＭＦ18,

関皓平の直接ＦＫがゴールに吸い込まれ、先制。そのま

ま１－０で後半に突入する。

後半、関学大がさらなる猛攻をしかける。ドリブルで

持ち込むなど、後半だけで放ったシュートは１２本。し

かし、ゴールは遠かった。一方、数少ない決定機をもの

にしたのはびわこ大。ペナルティエリアに切れ込んだＦ

Ｗ17,松田力のパスにＭＦ22,加藤大樹が飛び込みまずは

１点を返すと、６７分、今度はゴール前の混戦からオウ

ンゴールで２点目を奪う。逆転したびわこ大は、７８分

に松田力が鮮やかなミドルシュートで３点目を奪うと、

終盤は守備に徹し関学大の得点を許さず。３－１で勝利

を収めた。「よく走ってくれた」とびわこ大・望月聡監

督。連戦の疲れの中、運動量で上回ったびわこ大が勝利

を収めた。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

関学大 １－３ びわこ大

■5月6日(日) 14:50 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手

関学大 びわこ大

21 一森 純 21 藤田 崇雄

5 岡崎 太一 5 松田 陸

25 堀尾 侑司(→33 原口 祐次郎) 4 石間 寛人

16 福森 直也 15 小川 純平

30 井筒 陸也 3 端山 亮平

18 関 皓平 11 三橋 拓也

3 井林 章 16 中村 謙吾

26 小林 成豪 22 加藤 大樹(→19 星 克弥)

20 小幡 元輝(→23 泉 宗太郎) 6 河村 大毅(→34 久保 賢悟)

34 永澤 圭祐(→10 山内 一樹) 10 竹内 一貴(→18 矢澤 貴文)

9 浅香 健太郎 17 松田 力

◆得点(アシスト)

関学大 23分 18 関 皓平

びわこ大 50分 22 加藤 大樹

びわこ大 67分 オウンゴール

びわこ大 78分 17 松田 力

大産大 １－０ 大院大

■5月6日(日) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ２フィールド

◇出場選手

大産大 大院大

51 神園 優 1 太田 岳志

4 満生 充 20 日髙 大地

5 久良知 英範 16 長友 啓悟

3 阪口 聡一 4 久保 卓哉

24 幾 将崇 25 富永 成文(→15 藤代 健太)

11 川西 誠(→25 早田 詩伊生) 6 柿木 亮介

13 太田 悠人 7 望月 聖矢

15 森脇 大介(→23 塩川 慎也) 22 山千代 大斗

6 江口 直生 9 吉田 実成都

7 清水 良平 33 西田 康貴(→37 木野田 涼)

9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗) 87 脇 裕基(→54 瀧谷 亮)

◆得点(アシスト)

大産大 38分 4 満生 充( 6 江口 直生)



１部リーグ 第８節見どころ
■5月12日(土) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 大阪体育大学ＶＳ大阪産業大学

大体大の坂本康博総監督は「やっと３勝目だが大きい勝ち。ボールへの集散もいいし、徹底させてい

るしつこさも出ているので続けていけば道は開ける」と前節の勝利に自信を見せる。対して大産大の

櫛引実監督は「１度立て直して、連戦の疲労をまずは取りたい」と話す。再び連勝を飾れるか。

第2試合 14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ阪南大学

近畿大の松井清隆監督は「チャレンジャーの気持ちで頑張りたい」と意気込む。前節の勝利が上位進

出のきっかけになるか。前節は天候の影響で試合途中で順延となった阪南大。今節自慢の攻撃陣が再

び力を発揮するか。

■5月13日(日) 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関西大学

同大の望月慎之監督は「開幕から自分たちのゲームができていないのでできるようにしたい」と話す。

対して関西大の島岡健太監督は連戦を終え「リフレッシュして、続けてやっていることを引き続きやっ

ていく」と話した。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西学院大学

桃山大の楚輪博監督は「攻めがねえ。ウチはサイドが機能しないと持ち味が出ない。サイドを生かす

ことを徹底させる」と前節を振り返り今節に臨む。一方の関学大は現在首位の桃山大を破り連敗は避

けたいところだ。

■5月13日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

第1試合 11:30 KICK OFF びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ大阪学院大学

「２連勝したので、勢いがあるうちに勝利を積み重ねたい」とびわこ大の望月聡監督。勢いそのまま

に３連勝を狙う。大院大は前節黒星を喫したのものの現在３位につける。連敗は避けたいところだ。

第2試合 14:00 KICK OFF 立命館大学ＶＳ京都産業大学

「関西選手権前の最後の試合なので、しっかりと勝ち点３を取りに行く」と立命大・仲井昇監督。待

望の勝ち点を奪えるか。対して京産大は前節が順延になり１試合少ない状況も現在１０位。今節白星

をあげて上位進出を狙う。

関西学生サッカーの聖地作り・・・それがわたしたちの夢。

◆プレビュー取材協力

関大スポーツ編集局 峯松 佳世、同志社スポーツアトム編集局 尾藤 央一、ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子、関西学連


