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決勝戦も有料
観戦はバックスタンドのみとなります。



Match Preview 試合の見どころ

ヤンマースタジアム長居 １５：３０ KICKOFF

ヤンマースタジアム長居 １８：００ KICKOFF  Reported by 藤基泰寛（読売新聞社運動部）

 Reported by 関西学連

日本体育大学 vs 順天堂大学

桐蔭横浜大学 vs 明治大学

　日本体育大学・鈴木政一監督は「早稲田大学にはリーグで０－１で敗れたが、このゲームではリズムが出るまではじっくりとやろう。
リズムが出てからはボールをつないでフィニッシュまでしっかりやり切ろうと。それが巧くいった」と準々決勝終了後。「この方針は準
決勝になっても変わらない。自分たちのサッカーの質を高めることを目標にやる。順天堂大学にはリーグでＰＫの１点で負けたが、
今度は自分たちのサッカーを磨くことを目標に戦っていく」と語る。
　　順天堂大学・堀池巧監督は「準決勝の相手、日本体育大学はシンプルにトライアングルパスを駆使してやってくる。体力もある
（デーゲームでもスタミナが落ちなかった）し、手ごわい。でもタイトルを取ることが目標だし、自分たちにとっては、この戦いは１６年
ぶりのチャレンジでもある。勝ち抜くつもり。ビデオを見て、いろいろ考えたい」と語る。

　選手層を含めた総合力では明治大学に分がありそうだが、初出場ながら厳しい戦いを制して勝ち上がってきた桐蔭横浜大学の
勢いも、侮れない。明治大学は準々決勝で大阪体育大学を圧倒し、２大会連続のベスト４をつかんだ。だが「ここまで来たら、どこも
力のある相手。しっかりと準備をしたい」と栗田大輔監督が語るようにチームに慢心はない。
　一方の桐蔭横浜大学は２試合連続で延長戦にもつれたが、粘り強く勝利を収めた。ここまでの３試合で失点はわずかに１。ＧＫ
１、田中雄大（３年）は「全員の守備の意識が高く、集中できている。明治大学にも臆することなくぶつかりたい」と手応えを口にす
る。攻守に切り替えの速い、スピーディーな展開が予想され、先制点の行方が勝負の鍵を握りそうだ。

①試合前日には、公式facebookにて試合の見どころをご紹介！！

②試合当日には、公式Ｔｗｉｔｔｅｒにて全会場の前半スコア&試合終了時スコアを投稿！！

※当日のメンバー表&公式記録は公式facebookにて投稿します。

③試合後の詳しい結果を公式facebookにて投稿！！

各公式サイトへは下記のQRコードより読み取り、アクセスしていただけます。

大会情報盛りだくさんの関西学生サッカー連盟公式ＳＮＳをぜひご活用ください！

関西学生サッカー連盟公式ＳＮＳ SNSアカウント一覧

facebook

Twitter

最終日の観戦は、バックスタンドのみとなり
ますので予めご了承ください。

また、一般入場ゲートは競技場正面左側の
バックスタンド入口北となります。

決勝戦を観戦予定の皆様へ

ご来場のみなさまへ

MATCH PREVIEWは、モノクロで配布させて
いただいております。

ご理解ご了承をお願いいたします。
*カラ―版は公式サイトに掲載しております。



　明治大学と大阪体育大学の一戦は、積極的に攻撃を仕掛けていくタイプのチー
ム同士、激しい攻防が繰り広げられた。試合開始直後は大阪体育大学がペースを
握った。サイドアタッカーのＭＦ９、浅野雄也（２年）とＭＦ１１、末吉塁（２年）が俊足
を生かし、何度も相手ゴールに迫った。だが明治大学は主将のＧＫ１、服部一輝（４
年）を中心に守備陣がはね返し続ける。そして１８分、左サイドをドリブル突破したＤ
Ｆ５、河面旺成（４年）のクロスからオウンゴールで先制点を挙げると、後半は同点
弾を狙って前がかりになった大阪体育大学の隙を突き、５０分、ＦＷ１５、丹羽詩温
（４年）が鮮やかな個人技で２点目を決めた。その２分後には流れるようなパス回し
から追加点を奪い、勝負あり。過去、総理大臣杯で２度の優勝を誇る大阪体育大
学の坂本康博総監督も「完敗でした」とうなだれるしかなかった。明治大学は１回
戦、２回戦といずれも先制点を許し、苦しい展開を強いられてきた。だがこの日は、
前線からの激しいプレスが戻って零封と、攻守両面で力強さが戻ってきたようだ。
服部主将は「自信になる勝利。明治大学らしいサッカーができた」と胸を張った。関
西の強豪を相手に地力の差を見せつけたチームの勢いは、どんどん加速しそう
だ。

立命館大学桐蔭横浜大学 vs

Match Review Result　＆ Report

 Reported by 藤基泰寛（読売新聞社運動部）

明治大学 vs 大阪体育大学

※読売テレビ見逃しネット配信あり（詳しくは大会プログラムＰ.９に掲載）

 Reported by 藤基泰寛（読売新聞社運動部）

　お互いの「負けられない」という意地がぶつかり合った好ゲームだった。２回戦に
引き続き、前戦から先発メンバーを総入れ替えして臨んだ桐蔭横浜大学はサイド
から展開し、ＦＷ９、今関耕平（４年）、ＦＷ１１、鈴木国友（３年）に素早くボールを集
める厚みのある攻撃を見せた。一方の立命館大学はＭＦ６、清水航輔（３年）、ＭＦ
７、髙畑智也（４年）の両ボランチを軸に粘り強く守り、ボールを奪ってからは鋭い速
攻を仕掛けて流れを相手に渡さない。一進一退の状況の中、後半に入ると立命館
大学がじわじわとボールを保持する展開になった。だが桐蔭横浜大学は守備陣が
１対１の場面で強さを発揮し、決定機は作らせない。両チーム決め手を欠いたま
ま、試合は延長戦に入った。桐蔭横浜大学は鈴木の強烈なシュートなどで相手
ゴールを脅かすも、立命館大学のＧＫ１、白坂楓馬（２年）が好セーブを連発し、譲
らない。そのままＰＫ戦に突入した。「ＰＫ戦の練習はしたことがない」という桐蔭横
浜大学の八城修監督だが、ＧＫ１、田中雄大（３年）が存在感を見せた。「ＰＫ戦は
得意」との言葉通り、立命館大学の４人目と７人目のシュートを防ぎ、熱戦に終止
符を打った。これでチームは初出場ながら４強入り。快進撃はどこまで続くだろう
か。

※再放送あり

放送局 放送日 放送時間 放送内容
読売テレビ 8月14日（日） 当日深夜 ダイジェスト版

テレビ放送のご案内

日テレＧ＋ 8月27日（土） 12:00～14:00 ノーカット版

得点

(アシスト)

桐蔭横浜大学 0

0-0

0-0

0-0

0-0

6PK5

0 立命館大学

2015年8月10日（月）　18：02キックオフ

会場/ヤンマースタジアム長居　天候/晴　入場者数/420人

0 大阪体育大学

得点

(アシスト)

18分 オウンゴール

50分 丹羽詩温

52分 道渕諒平(木戸皓貴)

2016年8月10日（水）　15：31キックオフ

会場/ヤンマースタジアム長居　天候/晴　　入場者数/608人

明治大学 3
1-0

2-0



 Reported by 関西学連

びわこ成蹊スポーツ大学 vs 順天堂大学

　新鋭FW28,旗手怜央（1年）のクリーンシュートが、久々に順天堂大学をベスト４の
座に押し上げた。旗手は今大会、順天堂大学の総得点６点のうち３得点目、将来
楽しみな金の卵である。ゲームの決着をつけた決勝点は、８１分に生まれた。旗手
は、単身ドリブルで執拗なびわこ成蹊スポーツ大学のディフェンスをかわしてバイタ
ルゾーンに突入、間髪を入れずゴール右寄りから豪快にミドルをゴールに突き刺し
た。共にチャンスを崩しあう試合展開の中で、活路を見いだせなかったゲーム。結
局は勝敗を決めたシュートになったわけだが、そうでなくとも、このクリーンシュート
は大きな価値ある１点を生んだ。両校の対決は、傑出した決め手はなくとも、あくな
きスタミナをベースにした豊富な活動量で、一進一退の攻防になることは戦前から
予想されていた。またゲームを決するのはわずかなスキを、どう突けるかということ
も。事実、ゲームは中盤のポゼッション争いはもちろん、両サイド、あるいは中央突
破とあらゆる攻めを駆使し、また守備陣はその前に立ちはだかって、チャンスを崩
しあった。その意味では１－０という最少得点ゲームになったが、それ以上の内容
があるゲームであったといえるだろう。

　日本体育大学の完勝だった。お互いにディフェンスのウラを突くキックの応酬で
ゲームが推移したが、日本体育大学の豊富な運動量と展開の速さが、早稲田大
学のそれを上回り得点を連ねて、意外の差になった。日本体育大学の先制点は、
３６分。右サイドから左サイドへ大きく展開、MF２２、渡邊龍（２年）が中央へ折り返
し、タイミングよくFW１７、平川元樹（２年）が合わせた。この先制点は日本体育大学
を元気づけた。後半立ち上がり、早稲田大学は猛ラッシュで日本体育大学ゴール
を脅かしたが、GK１２、長谷川洸（３年）の好セーブもあって、日本体育大学はさら
に攻めもスムーズになって、早稲田大学を押し込んだ。５８分にはカウンター攻撃
が見事に決まった。FW１１、太田修介（３年）が左サイドをドリブル突進、DF２４、原
田亘（２年）のクリーンシュートに結びつけた。さらに直後の６０分、カサにかかった
日本体育大学はMF７、川戸大樹（４年）―渡邊でダメを押した。早稲田大学は前半
こそ、日本体育大学を上回る勢いを見せたがパスの正確度、展開力も不十分にな
り、逆に付け込まれる因を作った。さらに後半半ばからDF４、飯泉涼矢（３年）、FW
１０、山内寛史（４年）、FW９、中山雄希（４年）らFW陣を投入して反撃を試みたが、
最後まで日本体育大学を崩せなかった。

Match Review Result　＆ Report

 Reported by 関西学連

早稲田大学 vs 日本体育大学

58分 原田亘(太田修介)

60分 渡邊龍(川戸大樹)

36分 平川元樹(渡邊龍)

2016年8月10日（水）　15：30キックオフ
会場/ヤンマーフィールド長居　天候/晴　　入場者数/193人

早稲田大学 日本体育大学0

得点

(アシスト)

0-1

0-2
3

2016年8月10日（水）　18：00キックオフ
会場/ヤンマーフィールド長居　天候/晴　入場者数/344人

びわこ成蹊スポーツ大学 順天堂大学0

得点
(アシスト)

0-0
0-1

1

52分 旗手怜央



Official　Goods

◎ユニフォーム型ストラップ

試合観戦で素敵な商品をGETしよう！！

・勝敗予想企画でマンダム商品が当たる！

TICKET　お買い求めについて

チケットぴあにて販売中！ （準決勝より有料）
前売り 当日

大人 ¥800 ¥1,000
中高生 ¥300 ¥400

※試合会場でもお買い求めいただけます。  お買い求めは入場ゲート横物販コーナーにて。

  
禁煙・ゴミの持ち帰りに
ご協力お願いします。

◎記念タオル

販売価格　700円

◎公式プログラム

販売価格　1000円

販売は各会場入場ゲートにて。
ご来場の記念にぜひお買い求めください！

          販売価格　500円

第40回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 勝敗予想企画！

第40回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント グッズ販売！

（Pコード　68４-３０３）

■勝敗予想

応援するチームの勝利を予想して

　　　　　景品を当てよう！

　　　　　試合開始前に勝敗予想用紙を

　　　　　勝敗予想BOXに入れてね！

 【お申込み】

 ◎会員特典

 ①　関西学連主催・主管大会の入場無料。

 ②　関西学連主催・主管大会のプログラム・チケットの送付。  〒541-0059　大阪市中央区博労町1-4-10　博労町エステートビル601

 ③　ファンクラブニュース、年10回程度発行。  関西学生サッカー連盟　「ファンクラブ入会」係　まで

下記の宛先に顔写真（２×３cm）2枚と年会費(4000円）、「氏名・住所・電話番号・
生年月日・年齢・職業・応援している大学・選手 」をご記入の用紙を同封し、現金書
留にてお申込み下さい。

関西学生サッカーファンクラブのご案内

関西学生サッカーを盛り上げるため、選手たちを熱くサポートしよう！

好プレーに

ＣＬＡＰ

第40回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 広報企画！

　　　　トモニタタカオウ企画
トモニタタカオウ企画として出場校の選手やス
タッフたちが書いた「応援をしてくれる仲間や
家族、恩師などに向けてのメッセージ」を関西
学生サッカー連盟公式Google＋アカウントに
て公開しています！
是非ご覧ください！


