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第８節結果

大体大(10) ０－１ 大産大(13)

近畿大(8) ０－０ 阪南大(12)

同 大(4) ２－４ 関西大(16)

桃山大(18) ２－０ 関学大(7)

びわこ大(11) ３－４ 大院大(15)

立命大(12) ３－２ 京産大(7)

( )は勝ち点

関西選手権決勝、3位決定戦結果

決勝

関西大 ３－２ 大体大

3位決定戦

びわこ大 ０－６ 阪南大

第41回関西学生サッカー選手権大会は関西大学が3年ぶり6回目の優勝

準優勝の大阪体育大学

第３位の阪南大学



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

近畿大学ＶＳ阪南大学

近畿大 ０－０ 阪南大

■5月12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 阪南大

1 大西 勝俉 21 原田 直樹

4 水谷 尚貴 19 飯尾 竜太朗

15 木田 稔彦 4 永井 鷹也

20 安田 潤二 6 本多 勇喜

5 清水 大輔 3 二見 宏志

10 山脇 揚平(→ 7 布施 俊樹) 8 窪田 良

6 松本 惇史 37 田辺 翼

14 田中 福彦 18 奥野 将平

19 青山 賢吾(→ 8 大北 啓介) 9 可児 壮隆

9 田中 啓太(→30 小川 和俊) 11 泉澤 仁(→10 神門 拓弥)

11 刈谷 聖哉 23 小池 恭一

◆得点(アシスト)

今シーズン初めてのスコアレスドローのゲームになっ

た。しかし内容は決して充実したものとは言えなかっ

た。というのは３２分に阪南大の攻守の要ともいえる

ＭＦ8,窪田良が退場、以後５８分、近畿大は数的優位

に立ちながら、阪南大を圧倒するゲームを展開できな

かったことにある。内容的には、むしろ阪南大がポゼッ

ション、決定的なチャンスでも近畿大を完全に凌駕し

たゲームになってしまったからだ。今シーズンの近畿

大は、これまで２勝（大体大戦、同大戦）１引き分け

（びわこ大）で負けが４つ。「頑張れるのに、もう一

つカベが破れない。ＤＦのマークがつくとシュートが

打てないとか」（近畿大・松井監督）が不安定な成績

につながっている。

このゲーム、近畿大は風下の前半はトップのＦＷ9,

田中啓太にボールを集めたり、両サイドへの展開も生

かされるなど、果敢な攻めを見せていたのだが、後半

はすっかり勢いが失せ、数的な優位をまるで感じさせ

ないゲーム運びになってしまった。逆に阪南大は得点

こそ取れなかったが、タイミングのいいパスワークで

近畿大を防戦一方に追いやったが、ゴール前に密集す

るほど、人数をかける近畿大ゴールを破ることが出来

なかった。

（文：関西学連）

大阪体育大学ＶＳ大阪産業大学
前節、好調の大院大を一蹴して３勝目を挙げた大産

大。勢いは止まらない。強風の風下に立った前半から

「風上の優位に立った前半に点が取れなかったのが悔

やまれる」（大体大・坂本総監督）と大体大を嘆かせ

たように、ハンディをはねのける全員サッカーで大体

大に対抗。その気力が今度は優位に立った後半開始早々、

決勝点となる１点を手中にして「この１勝はこれから

のためにも非常に大きい」と大産大・櫛引監督を喜ば

せた。その決勝点は、４７分、左スミからＤＦ24,幾将

崇が中央に放り込んだボールを、絶妙のタイミングで

ＭＦ11,川西誠が叩き込んだものだった。大体大は後半

開始早々、一気になだれ込むような大産大の攻めに対

応する余裕もないままに、痛恨の１点を与えた。

前半の大体大は風上の優位もあって、ポゼッション

では大産大を圧倒した。しかし決定的なチャンスを作

れないままに終わったのが悔いになった。むしろ時折

見せる大産大のカウンター気味の攻撃は鋭く２２分に

はＦＷ7,清水良平の独走、２７分にはＭＦ6,江口直生

のＦＫが、さらにはねかえりをとらえた川西のヘッド

がいずれもバーに嫌われるなど、得点チャンスでは上

回った。

（文：関西学連）

大体大 ０－１ 大産大

■5月12日(土) 11:30 KICK OFF

於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手

大体大 大産大

1 姫野 昂志 51 神園 優

14 池永 航 4 満生 充

4 濱上 孝次 5 久良知 英範

12 坂本 修佑 3 阪口 聡一

5 馬場 将大 24 幾 将崇

2 山口 幸太(→20 久保田 駿斗) 11 川西 誠(→25 早田 詩伊生)

7 國吉 祐介 13 太田 悠人

8 山田 貴文 15 森脇 大介(→23 塩川 慎也)

11 田上 勇輝(→22 渡邉 悠介) 6 江口 直生

9 伊佐 耕平(→18 安田 圭佑) 7 清水 良平

10 澤上 竜二 9 夏苅 光平(→10 中山 仁斗)

◆得点(アシスト)

大産大 47分 11 川西 誠(24 幾 将崇)



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

同志社大学ＶＳ近畿大学

同志社大学ＶＳ関西大学

桃山大 ２－０ 関学大

■5月13日(日) 14:00 KICK OFF

於：キンチョウスタジアム

◇出場選手

桃山大 関学大

21 圍 謙太朗 1 横江 諒

30 草野 雄也 14 加藤 龍平

25 井上 哲郎 5 岡﨑 太一

3 谷口 功 3 井林 章

4 宮崎 舟 16 福森 直也

15 面家 康生 33 原口 祐次郎

17 海老名 翔太 32 星野 吉信

14 畑中 章吾(→20 菅原 鉄平) 18 関 皓平

10 寺田 舜司(→22 松本 翼) 26 小林 成豪

32 須藤 翔大(→ 9 中東 優治) 9 浅香 健太郎(→37 森岡 大貴)

24 中西 倫也 29 呉屋 大翔(→24 奥 勇真)

◆得点(アシスト)

桃山大 79分 24 中西 倫也

桃山大 90＋1分 9 中東 優治(17 海老名 翔太)

堅実な戦いぶりで首位に立つ桃山大となかなか勝ち点

を伸ばせない関学大との一戦。「五分五分だった」（桃

山大・楚輪博監督）という通り、試合は一進一退の攻防

が続く。最初の決定機は２６分。左サイドで相手のパス

ミスをかっさらった関学大ＭＦ9,浅香健太郎が巻いたシュー

トでゴール右隅を狙うも、惜しくもポストに嫌われる。

後半に入り５３分、桃山大ＦＷ32,須藤翔大がミドルを放

つもこちらもポスト、両チームともゴールが遠い。そん

な中試合が動いたのは７９分。この日先発の桃山大FW24,

中西倫也がゴール左隅にシュートを突き刺し１－０。さ

らに後半ロスタイムにはスルーパスを受けた途中出場の

ＦＷ9,中東優治が冷静に決めダメ押しの２点目。首位を

走る昨年の関西王者が地力の差を見せつけた。しかし、

「やりたいサッカーはまだできてない」（桃山大ＦＷ9,

中東優治）と内容には不満げ。対して関学大は８節を終

えて１１位に沈んでいる。いまだ試行錯誤が続いている

だけに、早くチームを固め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）

前節では引き分けに終わるも現在２位の関西大と、未だ１

勝と最下位の同大との一戦。

試合開始直後からゴールへ向かっていった関西大だが、決

定力に欠け得点を上げることができない。一進一退の攻防が

続く中、３４分。関西大の守備のミスを見逃さなかったＦＷ

32,玉井聡が先制ゴール。関西大はリズムをつかめず、同大

の１点リードで前半が終了した。

後半は関西大が流れを掴む。５３分、ＭＦ7,岡崎建哉の放っ

たシュートが決まり、同点へ追いつく。６０分には、左から

のクロスをゴール前のＤＦ3,都並優太が頭で押し込み逆転。

さらに６６分、ＦＷ10,安藤大介の放ったシュートがゴール

へと吸い込まれ、３点目をあげた。このまま関大がゲームを

支配するかと思われたが直後の６８分。同大のＣＫからＤＦ

4,野地諒平がゴールを決め１点差に。しかし８４分、ＤＦ2,

内田恭兵からのパスを受けたＦＷ17,奥田勇太がシュート。

ボールはゴールネットを揺らしさらに１点を追加した。同大

の反撃も一歩及ばず、関西大が４－２で勝利を収めた。

（文：関大スポーツ編集局 森椙あすみ）

同 大 ２－４ 関西大

■5月13日(日) 11:30 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
同 大 関西大
21 大杉 崇仁 1 金谷 和幸
17 八木下 和志 3 都並 優太
4 野地 諒平 23 寺岡 真弘
42 乳井 大 4 小椋 剛
46 井上 雄貴 25 秋山 貴嗣(→ 2 内田 恭兵)
30 西村 洋亮 7 岡崎 建哉
8 矢野 亮(→20 宮本 龍) 5 稲森 睦
37 山田 直(→55 白石 健人) 8 和田 篤紀(→31 秋山 一輝)
6 村上 慎 17 奥田 勇太
32 玉井 聡(→10 石津 令門) 20 海田 佳祐(→10 安藤 大介)
7 山崎 裕平 19 木村 一貴

◆得点(アシスト)
同 大 34分 32 玉井 聡( 7 山崎 裕平)
関西大 53分 7 岡崎 建哉(17 奥田 勇太)
関西大 60分 3 都並 優太( 7 岡崎 建哉)
関西大 66分 10 安藤 大介(19 木村 一貴)
同 大 68分 4 野地 諒平( 7 山崎 裕平)
関西大 84分 17 奥田 勇太( 2 内田 恭兵)



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

びわこ成蹊スポーツ大学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

昨季は入替戦で残留を決めたびわこ大が暫定５位、昇

格組の大院大が暫定３位とともに健闘が光る。今節終了

でリーグ戦は中断、総理大臣杯出場のかかる関西選手権

に移るだけに、ともに勝利で終わりたい。

試合は１６分、びわこ大がＭＦ16,中村謙吾のゴールで

先制するが、大院大はＣＫから１年生ＭＦ22,山千代大斗

のゴールで追いつく。だが、再度びわこ大はＦＷ17,松田

力のゴールで２－１とし前半を終える。

後半はスタートからパスを回す大院大ペースで進むが、

なかなか得点にはつながらない。びわこ大も単発的だが、

松田力が個の力で大院大ＤＦを脅かす。そして７０分を

過ぎて互いのゴール前のシーンが連続する。７３分に大

院大は山千代がＰＫで自身２点目を決め、まずは同点と

すると、さらに２分後ＭＦ6,柿木亮介のゴールで一気に

逆転する。しかし、びわこ大も負けていない。７７分、

松田力も自身２点目を決めて再び試合を振り出しに戻す

と、勢いに乗って再逆転を狙って攻め込む。しかし８４

分、大院大は左サイドを破ったＭＦ9,吉田実成都のクロ

スを交代出場の１年生ＦＷ54,瀧谷亮がヘッドで決め勝利

を引き寄せ、３位の座を守った。悔しい敗戦のびわこ大

は７位に順位を落とした。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

ようやく調子が上向きつつある暫定８位立命大と、悪

天候で前節の試合が順延となった暫定１０位京産大との

対戦。リーグでは３年ぶりの京都ダービーだ。

試合は５分に動く。右サイドからのＤＦ15,武田有祐

のクロスをＦＷ11,坂本一輝がダイレクトで合わせ立命

大の先制だ。京産大もＭＦ13,安藤由翔、ＦＷ30,美濃部

寛貴のシュートで押し戻す。立命大は右サイドを何度も

崩し、クロスを入れるが、京産大の３バックが懸命には

じき返す。突破を仕掛ける坂本に京産大ＤＦ5,西口諒が

対応する「野洲対決」の場面も見られた。

そして、後半すぐに京産大が同点に追いつく。４９分、

右ＣＫをＤＦ2,金大貴がヘッドで突き刺す。両チームは

交代を使って攻めに出る。先に２点目を決めたのは立命

大。５５分、左サイドからのＤＦ6,山田樹の正確なクロ

スにＦＷ9,前岡信吾が走り込みながら頭で合わせた。だ

が、試合はここからだ。７１分、京産大はＦＷ10,佐々

木一輝が強いフィジカルを見せつける得点で同点とする。

２度リードを守れなかった立命大だが、タテに急ぐこと

なくじっくりと攻めを組み立て、７８分に坂本がＰＫを

決めて三度目のリードを奪うと京産大の反撃をなんとか

凌ぎ切り、暫定６位に浮上した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

立命大 ３－２ 京産大

■5月13日(日) 14:00 KICK OFF
於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
立命大 京産大
1 寺石 智耶 1 三宅 貴憲
6 山田 樹 2 金 大貴
4 藤原 広太朗 5 西口 諒
34 髙橋 将吾 19 上大田 悟
15 武田 有祐 6 冨田 慧
17 山田 俊毅(→28 谷口 智紀) 8 千谷 優介(→ 7 松永 俊吾)
16 垣根 拓也 13 安藤 由翔
13 日髙 洸平(→ 7 戸高 弘貴) 49 米丸 智幾(→ 9 中川 裕介)
8 宮本 徹 14 松田 康佑
11 坂本 一輝 30 美濃部 寛貴(→11 坂本 樹是)
9 前岡 信吾(→20 森川 裕基) 10 佐々木 一輝

◆得点(アシスト)
立命大 5分 11 坂本 一輝(15 武田 有祐)
京産大 48分 2 金 大貴(13 安藤 由翔)
立命大 55分 9 前岡 信吾( 6 山田 樹)
京産大 71分 10 佐々木 一輝( 6 冨田 慧)
立命大 78分 11 坂本 一輝

びわこ大 ３－４ 大院大

■5月13日(日) 11:30 KICK OFF
於:Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・メインフィールド

◇出場選手
びわこ大 大院大
1 柴田 大地 1 太田 岳志

5 松田 陸 4 久保 卓哉

4 石間 寛人 5 大西 泰裕

15 小川 純平 20 日髙 大地(→16 長友 啓悟)

3 端山 亮平 25 富永 成文

16 中村 謙吾 6 柿木 亮介

11 三橋 拓也(→ 8 田村 友貴) 7 望月 聖矢

6 河村 大毅(→28 西村 勇太) 9 吉田 実成都

22 加藤 大樹 22 山千代 大斗

18 矢澤 貴文(→34 久保 賢悟) 87 脇 裕基(→54 瀧谷 亮)

17 松田 力 37 木野田 涼(→64 岡本 和輝)

◆得点(アシスト)
びわこ大 16分 16 中村 謙吾

大院大 22分 22 山千代 大斗

びわこ大 32分 17 松田 力

大院大 73分 22 山千代 大斗

大院大 75分 6 柿木 亮介(37 木野田 涼)

びわこ大 77分 17 松田 力(22 加藤 大樹)

大院大 84分 54 瀧谷 亮( 9 吉田 実成都)



第41回関西学生サッカー選手権大会
2012年6月2日(土) 決勝、3位決定戦 GAME RESULT

関西大学ＶＳ大阪体育大学

びわこ成蹊スポーツ大学ＶＳ阪南大学

関西大 ３－２ 大体大

■6月2日(土) 14:05 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
関西大 大体大
1 金谷 和幸 31 吉田 泰順

3 都並 優太 14 池永 航

28 藤原 賢土 4 濱上 孝次

15 前田 晃一 12 坂本 修佑

2 内田 恭兵 25 黒木 翔平

7 岡崎 建哉 6 山本 大稀

6 田中 裕人 7 國吉 祐介(→23 井上 航)

8 和田 篤紀(→ 5 稲森 睦) 8 山田 貴文

17 奥田 勇太 20 久保田 駿斗(→26 永冨 誠也)

20 海田 佳祐(→14 保井 隆志) 9 伊佐 耕平(→18 安田 圭佑)

21 篠原 宏仁(→10 安藤 大介) 10 澤上 竜二

◆得点(アシスト)

大体大 9分 9 伊佐 耕平

関西大 70分 10 安藤 大介(17 奥田 勇太)

関西大 75分 20 海田 佳祐(10 安藤 大介)

大体大 90＋2分 10 澤上 竜二(25 黒木 翔平)

関西大 97分 17 奥田 勇太(10 安藤 大介)

関西大が３年ぶり６度目の栄冠を手中にした。決勝進

出は、関西大は１１度目、大体大は１６度目だが、決勝

での対決は初めてという両校。すさまじい激突が予想さ

れたが、期待にたがわず延長にもつれ込んだ末に決着が

ついた。パスワークで圧倒したい関西大、カウンターや

セットプレーに活路を見出したい大体大だったが、先手

を取ったのは大体大。９分、右ＣＫを見事に生かし、Ｆ

Ｗ９,伊佐耕平がヘッドで決めた。反撃に出る関西大は、

中盤は得意のパスワークで主導権を握ったが、ゴールに

結びつく決定的なチャンスはＧＫ31,吉田泰順の好守を軸

にした大体大ＤＦ陣に阻まれ続けた。

後半、関西大はＦＷ10,安藤大介を投入、その策がズバ

リ当たった。安藤の自在の動きは、徐々に大体大ＤＦの

守りのリズムを狂わせていった。関西大は５６分、安藤

のＰＫこそ大体大ＧＫのファインプレーに阻まれたが、

７０分，ＦＷ17,奥田勇太がゴール前のＦＷ10,安藤大介

にパスを通し同点。さらに５分後の７５分。右サイド奥

から今度は安藤からのクロスをＦＷ20,海田佳祐がヘッド

で決めて逆転した。追う立場になった大体大は、タイム

アップ寸前、フリーキックを生かしてＦＷ10,澤上竜二が

押し込んで追いついてゲームを振り出しに戻した。延長

は関西大が一人退場で劣勢に立ったが、気力は充実、今

度もＦＷ10,安藤大介がチャンスメイクにからんで、ＦＷ

17,奥田勇太の決勝ゴールに結びつけた。

（文：関西学連）

２年連続の決勝進出を逃した阪南大と、初の表彰台を狙

うびわこ大の一戦。今季、リーグでの対戦では阪南大が７

－１で圧勝しているこのカードが、再び対戦となった。

立ち上がりから積極的な攻撃に出たのは阪南大だ。ＭＦ

9,可児壮隆を中心に、幾度となくチャンスを作り出す。２

９分、その勢いのまま先制したのは阪南大。ＤＦ19，飯尾

竜太朗のパスをＦＷ23,小池恭一が流し込み1点を奪うと、

ゴールラッシュが始まる。３６分、ＭＦ37,田辺翼が鮮や

かなミドルシュートを決め、２点目。４０分には可児が中

央へ切り込み、ＤＦをかわしてシュートを沈め、前半だけ

で３－０とする。

一方のびわこ大は、前半序盤こそ攻撃を仕掛けたが、阪

南大の猛攻に防戦一方の展開へ。「守りが崩壊した」と松

田総監督。阪南大を止める事が出来ない。

後半へ突入後も、阪南大の攻撃は続く。５７分、細かく

パスを繋いで最後は可児がゴールへ流し込み４点目。５９

分に窪田が退場し、１０人での戦いとなったがものともせ

ず。64分にはまたも可児がゴール前混戦の中で押しこみ、

5点目。ハットトリックを達成。７０分には奥野が６点目

をあげ、試合は６－０で終了。阪南大が関西選手権３位の

座を獲得した。

（文：ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子）

びわこ大 ０－６ 阪南大

■6月2日(土) 11:00 KICK OFF
於：キンチョウスタジアム

◇出場選手
びわこ大 阪南大
1 柴田 大地 21 原田 直樹
3 端山 亮平(→19 星 克弥) 19 飯尾 竜太朗
4 石間 寛人 35 朴 賛友(→26 堀 滉二郎)
15 小川 純平 6 本多 勇喜
32 青山 喜典 3 二見 宏志(→ 2 藤内 建太)
10 竹内 一貴(→18 矢澤 貴文) 8 窪田 良
16 中村 謙吾 37 田辺 翼
6 河村 大毅 18 奥野 将平
22 加藤 大樹 9 可児 壮隆
25 田邉 政典(→39 谷尾 駿) 11 泉澤 仁
17 松田 力 23 小池 恭一(→20 多木 理音)

◆得点(アシスト)
阪南大 29分 23 小池 恭一(19 飯尾 竜太朗)
阪南大 36分 37 田辺 翼(11 泉澤 仁)
阪南大 40分 9 可児 壮隆(18 奥野 将平)
阪南大 57分 9 可児 壮隆(18 奥野 将平,23 小池 恭一)
阪南大 64分 9 可児 壮隆(18 奥野 将平,19 飯尾 竜太朗)
阪南大 70分 18 奥野 将平(35 朴 賛友)



１部リーグ 第９節見どころ
■6月9日(土) 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 阪南大学ＶＳ大阪学院大学

阪南大の須佐徹太郎監督は「リーグ戦はまだ４つある。全部勝って首位を目指す」と話した。大院大

の藤原義三監督は８節までを振り返り「リーグ戦では（第７節の）大産大との試合がちょっと残念、

悔しい。守備が簡単にやられるから、修正が必要」と話した。

第2試合 14:00 KICK OFF 桃山学院大学ＶＳ関西大学

リーグ中断する８節時点で首位の桃山大。関西選手権を制し勢いに乗る２位関西大に勝利し首位独走

を狙いたい。関西大の稲森睦主将は８節終了後に「今年は桃山大に何としても勝てるようにやってい

きたい」と話した。

■6月10日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ６フィールド

第1試合 11:30 KICK OFF 立命館大学ＶＳ大阪産業大学

立命大の仲井昇監督は「（ここまでの８試合で）手ごたえはある。みんな後半も切れずに走れている。

連戦の中でもそこそこ走り切る試合ができているのは大きな成果だと思う」と振り返った。大産大の

櫛引実監督は８節の大体大戦を「この1勝は大きい。個々の力では劣るのでチームで戦おうという意思

が統一されたゲームが出来た」と振り返った。

第2試合 14:00 KICK OFF 同志社大学ＶＳ大阪体育大学

■6月10日(日) 於：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺・Ｓ７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京都産業大学

びわこ大の松田保総監督は「総理大臣杯に向けて、リーグ戦で調整していく」と話した。京産大の古

井裕之監督は８節までを「一戦一戦、９０分をやり切れば、そこに結果がどうついてくるか。理想と

現実があって、今すごく葛藤しているところ」と振り返った。

第2試合 14:00 KICK OFF 近畿大学ＶＳ関西学院大学

近畿大の松井清隆監督は前節終了後「数的優位でただ頑張っているだけ。シュートを打てるのに、Ｄ

Ｆがいると打てない。それの繰り返し。いい守りから攻める、少ないチャンスでも生かす、を徹底し

てやるようにしたい」と話した。総理大臣杯出場を決めた関学大だがリーグ戦では１１位と波に乗れ

ていない。リーグ再開する今節からの逆襲を狙う。

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

ＵＮＮ関西学生報道連盟 北野 裕子，関大スポーツ編集局 森椙 あすみ，サッカーライター 貞永 晃二，関西学連


