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第87回関西学生サッカーリーグ
2009年11月7日(土)・8日(日) 後期8節

写真：びわこ大

関学大が首位をキープしながらも頭一つ抜けた第7節から中３日・・・第８節を迎える－。
前節の戦いで勝ち点がばらけ、今後の行く末が更にシビアになった。
全国・入れ替え・自動－それぞれ確定しないまでも各チームにとっては負けられない戦いが続く。

■１１月７日（土）＠大阪長居第２陸上競技場≪第１試合≫１１：３０ Kick off 大産大－大体大
前節、痛い逆転負けを喫した大産大。「（大体大戦は）自分たちの時間をどちらが長く保てるかで決まってくる」と櫛引実監督。大

体大とは前期は２－２の痛み分けで終了している。対するは苦しい戦いが続く大体大。「まだ自力で残留の可能性が残っている限り、
死ぬ気で戦うしかない」と、⑨松本良太主将。まず争うは１部残留－。厳しい試合が予想される。
≪第２試合≫１４：００ Kick off 桃山大－関西大
「戦えていなかった。サッカー以前」と、桃山大・松本直也監督は阪南大戦を振り替える。関西大戦を前に「前期の４－１は関係な

い」と一言。「（関西大戦には）メンバーも考えて出直したい」（松本監督）。一方、前期の試合は「いろいろ気づかされたゲームだっ
た」と振り返る関西大・島岡健太監督。「あの教訓を生かして単にリベンジというのではなく、今日の（苦戦した大産大戦）ゲームを
踏まえて、ちょっとでもいい部分を出せるゲームにしたい」（島岡監督）。
■１１月７日（土）＠鶴見緑地競技場≪第１試合≫１１：３０ Kick off 阪南大－大教大
「大教大はとにかく頑張るチーム。でも勢いでは負けない」と阪南大・須佐徹太郎監督。⑭東浩史主将は「大教大は調子がいいと思

う」と警戒しながらも「ウチも絶対負けられない試合が続くので、しっかりと勝ちたい。次負けたら今日勝った意味がなくなる」（東）
と気を引き締める。対する大教大、確かに好調で、連勝で勝ち点を延ばしてきた。前期の阪南大戦には勝利しているだけに、主将⑤大
久保悟は「相手も研究してくるだろうし、大教らしく頭脳で上回れるよう勝ちたい」と対戦が待ち遠しい様子。果たして３連勝となるか。
≪第２試合≫１４：００ Kick off 関学大－大院大
首位をキープする関学大。前節終了後、攻撃の核・⑲阿部浩之は「関学大の武器はフィジカルとセットプレー。後は、ゲーム運びが

上手くならないといけない」と語り謙虚な姿勢。頂点を狙うために残る課題は明確だ。ここ数年、公式戦では関学大が勝っているこの
カード。だが、 近行われた練習試合では大院大が勝ち、５試合負けなしという結果へつながった。「監督からは、“ずっとトーナメ
ントのつもりでやるように”と言われてきた。次も負けないようにしたい」と大院大・守護神①古矢光宏。首位を走る関学大の勢いを
とめることが出来るか。
■１１月８日（日）山城総合運動公園太陽が丘球技場B ≪第１試合≫１１：３０ Kick off びわこ大－京産大

前節、上位・立命大に勝利したびわこ大。チームを牽引する⑬平野甲斐は「順位的に下のチームから、しっかりと勝ち
点３を掴み取れる強さが絶対に必要」とラストスパートへの意欲を語った。対するは、いよいよ後がない京産大。「90分
やりきれば、結果がついてくると信じてやるしかない」と古井裕之監督。びわこ大とは前期は引き分けているだけに、決
着を付けたいところ。
≪第２試合≫１４：００ Kick off 同 大－立命大
「優勝よりインカレ、全勝で行く気で無いと届かないでしょう」と腹を括った様子の同大・⑥大森一樹主将。前節の負

けで優勝戦線から一歩後退してしまった。今節は前期引き分けの同立戦－。勝ちにこだわり試合に臨む。対する立命大の2
4加藤恒平は「同大には勝率は悪いけど、苦手意識は無い。しっかり決定機をモノにしないといけない」と冷静。メンタル
の駆け引きにも注目だ。
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第７節 立命大-びわこ大 より



立命大 びわこ大
0 - 1

■11月3日（火・祝）11：30 kick off

＠山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◆得点（アシスト）◆

びわこ大 69分 7 小池 遼（13 平野 甲斐）

「勝ち点にこだわらず無心で臨みたい」（立命大・米田隆監督）と「勝ち点的には

追い上げる者の強みがある」（びわこ大・望月聡監督）と、勝ち点とそれに対する気

持ちの持ち方が問われる一戦となった。

慎重な戦いが続いた90分間だった。その証左として、「オーバーラップの回数、ク

ロスの回数を気にしている」という立命大の超攻撃的左ＳＢ⑤前野貴徳の攻め上がり

が極端に少なかった事が挙げられる。ゲームの主導権は立命大が握っていたと言って

差し支えないだろう。中盤の底で主将・⑧福本尚純がボールを奪い前線に散らす、そ

こにＭＦ⑥是井優輔・⑩内田昂輔が絡む。特に是井の運動量と仕掛けにびわこ大は手

を焼いていた。対するびわこ大はカウンター主体。エースＦＷ⑬平野甲斐が左右に流

れてボールを受けて、そこを起点に攻撃を仕掛けた。

この仕掛け合いを制したのは、びわこ大であり、平野だった。69分。中央でボール

を受けた平野は、少しボールを持ちタメを作る。その左外側からＭＦ⑦小池遼が猛ダッ

シュで走り込む。平野が小池に優しいラストパスを送った時点で勝負あり。小池は鮮

やかに逆サイドにシュートを沈める。 後の立命大のパワープレーをかわしたびわこ

大が、残留争いから一歩抜ける貴重な勝ち点３をモノにした。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

第87回関西学生サッカーリーグ
2009年11月3日(火・祝) 後期 第7節 GAME RESULT

序盤から高い位置でプレッシャーをかける阪南大はＦＷ⑭東浩史が自ら得たＰＫで

21分に先制すると、不安定な桃山大のディフェンスに対して、セットプレーを交えた

波状攻撃で押し込む。28分にＦＫをクロスバーに当てたＭＦ⑦井上翔太が33分、左か

らドリブルで入り豪快なミドルを決めてリードを広げる。畳みかける阪南大は39分に

もＦＷ⑩棚橋雄介のキープから東が決めて３－０と大差をつけて折り返す。

後半、ＦＷ36中東優治を入れて反撃に出たい桃山大だが、ボール際の寄せが早い阪

南大の前に効果的な攻めを繰り出せない。それでも78分、阪南大中盤のミスにつけ込

み、ＦＷ⑪齋藤達也が得点し２点差とするが、それもつかの間、ロスタイムに東が

「ハットトリックを狙い、思い切り蹴った」という強烈なミドルを叩き込んだ。

ボランチの⑥井手口正昭、⑧長瀬圭佑を前節の退場で欠いた阪南大。しかし代役の

42池田康彦と28谷本泰基が攻守にハードワークを見せ、選手層の厚さを見せつけ、一

気に４位に浮上した。対照的に攻守に覇気が感じられなかった桃山大は痛い２連敗で、

阪南大に抜かれ６位へ。上位との対戦を残しているが、優勝はおろか、インカレ出場

圏内からも大きく後退した。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

主審は３分のロスタイム表示に１分を追加、これが両チームの明暗を分けた。関西大

の左ＣＫが続き、文字通り３度目の正直。34安藤大介の右足から21田中裕人の頭へ。

１年生コンビの大仕事で関西大は２位に浮上した。序盤は落ち着かない展開。やがて

ボールを支配した関西大は、サイドチェンジ、ＤＦライン背後とロングボールを意識

的に用い、ピッチをより広く使おうとする。大産大にチャンスを与えず攻め続けたが

前半は決定機を作れないままの０－０。

しかし後半１分足らず、関西大が試合を動かす。ＭＦ⑪中村祐哉のクロスを田中(裕)

が落とし、ＭＦ25岡崎建哉がゲット。勢いは関西大にあるかと思われたが、大産大は

相手ＤＦラインの背後をＦＷ⑬西原周平のスピードで繰り返し突き、徐々にリズムを

つかんでいく。そして56分、ＦＷ⑨西之宮慎司のシュートで同点とする。その後２点

目を求めて両チーム攻め合う展開となったが、82分に大産大がカウンターからＭＦ⑦

宮本健二のゴールで逆転。しかし関西大も執念を見せ、89分にロングパスを受けたＦ

Ｗ⑰金園英学が抜け出して自身12得点目で２－２としたのだった。そして冒頭のシー

ン。ショックの大きい大産大。今後に尾を引かなければいいが。

（文：サッカーライター 貞永 晃二）

関西大学 ｖｓ 大阪産業大学

桃山大 阪南大
1 - 4

■11月3日（火・祝）14：00 kick off

＠大阪長居第2陸上球技場

◆得点（アシスト）◆

阪南大 21分 14 東 浩史

阪南大 33分 7 井上 翔太

阪南大 39分 14 東 浩史（10 棚橋 雄介）

桃山大 78分 11 齋藤 達也

阪南大 89分 14 東 浩史

関西大 大産大
3 - 2

■11月3日（火・祝）11：30 kick off

＠大阪長居第2陸上競技場

◆得点（アシスト）◆

関西大 46分 25 岡崎建哉

（11 中村祐哉・21 田中裕人）

大産大 56分 9 西之宮慎司

大産大 82分 7 宮本健二（8 浦川祐基）

関西大 89分17 金園英学（3 宇佐美宏和）

関西大 89分21 田中裕人（34 安藤大介）

桃山学院大学 ｖｓ 阪南大学

立命館大学 ｖｓ びわこ成蹊スポーツ大学



大院大 京産大
1 - 1

■11月3日（火・祝）14：00 kick off

＠三木総合防災公園陸上競技場

◆得点（アシスト）◆

京産大 39分 23 金田 浩明（2 濱田 太一）

大院大 61分 9 岡村 和哉

第一試合で大教大が勝ち点を伸ばしたため、もうあとがない京産大。その対戦相手

は４連勝中と絶好調・大院大だ。

序盤から走りに定評ある京産大がスペースを使い、攻勢をかける。特に中盤のＭＦ

28松永俊吾が緩急あるドリブルで観客を魅了。さらには、柔らかいタッチで裏を狙う

ＦＷ⑪木付雄大へパスを供給。再三、大院大ゴールを脅かした。そして鍵を握る先制

点を決めたのは京産大。39分、シュートのこぼれ球を中央で待ち構えていたＭＦ23金

田浩明が右足で決め、待望のゴールが生まれる。だが、４連勝中と波に乗る大院大が

黙っているはずがない。61分、ＦＷ53四ヶ浦寛康がＰＫを得ると、キッカーはＦＷ⑨

岡村和哉。「これまでのサッカー経験から、ＰＫを取った人以外の選手が蹴る方が決

まる」(藤原義三監督)と、監督の読み通り岡村がＧＫの逆を付くＰＫで同点に追いつ

いた。その後は京産大が再びリズムを掴むが、大院大ＧＫ①古矢光宏がビッグセーブ

を連発。「相手が裏へ出てくるのは分かっていた」と前への飛び出しで、幾度となく

チームを救った。

両チームとも 後まで戦う姿勢を崩さなかったものの、互いに牙城を崩せず勝ち点

１を分け合った。 （文：フリーライター 久住 真穂）

大阪学院大学 ｖｓ 京都産業大学

第87回関西学生サッカーリーグ
GAME RESULT 2009年11月3日(火・祝) 後期 第7節

今節の大一番となった10位・11位の残留戦線、直接対決。試合を決めたのは、大教

大の頼れるエースＦＷ⑨森原慎之佑だった。

前半４分、中央のＭＦ⑯田中俊一からのパスを受けると、「シンプルに裏を狙おう」

と森原が持ち味の瞬発力とドリブルで裏へ抜けシュート、大教大のエースが２試合連

続ゴールを決めた。早い段階で追う立場となった大体大は、ＦＷ29田上勇輝や主将・

ＭＦ⑨松本良太など前線にスピードある彼らを中心に、細かいパス回しで相手を翻ろ

う。だが、確実にゴールを決めようと慎重さが裏目となり、なかなかシュートを打つ

ことが出来ない。

後半に入り、68分に一気に２人を投入すると徐々にリズムを掴み始めるが、それで

も「あれだけ引かれると 後まで持ち込むことが難しい」(松本)と、一歩及ばす。大

教大は、後半30分までほとんど自陣で相手の攻撃に耐え、我慢の時間帯を凌いだ。終

盤はシナリオ通り大教大ペースへ。 後までエース森原の貴重な１点を守りきり２連

勝を挙げた。

試合後、「１－０で勝ち点３は、うちらしいゲーム」と入口豊監督。大教大が熾烈
な残留戦線を一歩リード。負けた大体大は残り４試合、自力での残留へ向け勝つしか
ない。 （文：フリーライター 久住 真穂）

相性があるとすれば、同大は関学大が苦手である。結果的に勝った試合でも、関学
大のフィジカルに圧倒される場面が目立ち、得意のショートパスが繋がらない。この
試合もボール支配率、シュート数ともに同大が上。そして関学大のＭＦ⑲阿部浩之も
認めるように「同大の方がゲームの進め方が上手い」。それでいながら、同大は、こ
の試合も勝ち切れなかった。
12分、関学大の左サイドからのセットプレー。ゴール前では関学大の選手が３人も

フリーになり、ＭＦ⑱梶川諒太のボールに 後は、ＤＦ⑤飯田洋介が合わせる。同大
のニアサイドのケアの甘さが出たシーン。それでも地上戦に徹する同大は22分に、Ｍ
Ｆ⑩北森陽介からＭＦ⑯徳丸敬紘、 後はＤＦ35三浦修が決める。得意の細かいパス
ワークを披露した。
後半、同大も高さを投入する。ＦＷ43國師貴政がターゲットとなり、空中戦の強み

をプラスする。しかし、エアバトルは関学大の方が上。 後の砦は関学大のＤＦ陣が

守り抜く。そして80分。前半同様、左サイドからのセットプレーを関学大が得る。ニ

アを警戒するように同大ベンチが促したが、結果的には、また関学大がニアサイドに

３人飛び込み、 後はＭＦ②桑野裕士が仕留める。両者の間の勝ち点差は６に開いた。

それぞれに目標がハッキリと変わった瞬間かも知れない。

（文：サッカーライター ハヤシ ヒロヒサ）

大阪教育大学 ｖｓ 大阪体育大学

同志社大学 ｖｓ 関西学院大学

大教大 大体大
1 - 0

■11月3日（火・祝）11：30 kick off

＠三木総合防災公園陸上競技場

≪◆得点（アシスト）◆

大教大 4分 9 森原 慎之佑（16 田中 俊一）

同 大 関学大
1 - 2

■11月3日（火・祝）14：00 kick off
＠山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

◆得点（アシスト）◆
関学大 12分 5 飯田 洋介（18 梶川 諒太）

同 大 22分 35 三浦 修（16 徳丸 敬紘）

関学大 80分 2 桑野 裕士（19 阿部 浩之)


