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Match Preview 試合の見どころ

ヤンマーフィールド長居 １５：３０ KICKOFF

ヤンマーフィールド長居 １８：００ KICKOFF

大阪体育大学 vs
 Reported by 　貞永晃二(サッカーライター)

　２試合で１０ゴールの法政大学。長山一也監督は、「攻撃力は上田綺世（Ｊ１鹿島）頼りだったが、彼がいなく
なって俺がエースだ、という気持ちになっているのかも」と笑うが、チームを離れても上田と選手たちがお互い
に刺激を与え合えていることがチームの天皇杯、今大会での好成績につながっている。大阪体育大学を「去
年も決勝まで行っているし、リーグ１位で安定したチーム。守備も固く粘り強い」と警戒する。
　その大阪体育大学・松尾元太監督は、「個人的には関東、法政とやりたい」と法政大学の準々決勝前に話し
ていたが、「優勝するためには粘り強く戦うことと、サブの中から戦える選手がどれだけ出てくるか」と選手層を
厚くしたい思いがあるようだった。

　連覇を目指す明治大学は５年連続の４強。今大会は２戦とも１点差で勝ち上がってきた。準々決勝では３年
前の決勝と同じ顔合わせとなった順天堂大学を撃破。準決勝の相手・関西大学とは定期的に「明関戦」を戦っ
ており、手の内を知った相手。主将のＦＷ１１、佐藤亮（４年）は「相手はボールを失わない技術がある。前から
の守備で自由に攻撃させないことが大事」と意気込んでいる。
　一方、関西大学は今大会２戦で６得点。準々決勝では先制点を許した２分後に同点に追いつくなど、ここ一
番の集中力がある。Ｊ１・ガンバ大阪への入団が内定している左サイドＤＦ６、黒川圭介（４年）の効果的なオー
バーラップも武器だ。守備は、抜群の対人能力を誇るＤＦ５、羽田健人（４年）を中心に堅く、前田雅文監督は
「今大会は前も後ろも安定している。準決勝では攻撃陣に自由にやらせる。型にはまらない、想像力あふれる
プレーでゴールをこじ開けてくれるだろう」と話している。

 Reported by　苅谷俊岐（読売新聞社運動部）

法政大学

明治大学 vs 関西大学

SNSアカウント一覧

facebook

Twitter

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



　１４年ぶりの優勝を目指す関西大学は、試合終盤の選手交代が
功を奏し、延長戦で福岡大学を突き放した。
　関西大学は失点直後にＦＷ１５、福原涼太（３年）のゴールで追い
ついて以降、ボールは保持するものの追加点を奪えなかった。福
岡大学は、押し込まれる展開を予想し、守備的ＭＦを３人置いて対
応。関西大学にとってはじれったい展開が続いた。
　重い空気を一変させたのは、交代出場のＦＷ２７、宮脇和輝（２
年）だった。最前線で体を張り続けた福原に代わって８３分に投入
されると、持ち前のスピードを生かして相手ＤＦ陣の裏を狙う動きを
繰り返し、攻撃を活性化。延長前半の開始直後、Pエリア内でス
ルーパスを受けると、鋭いシュートで均衡を破った。
　その後も相手ＤＦを翻弄し、延長後半にはダメ押しの３点目。「フ
レッシュな選手が仕事をしないと」とはにかんだ。
　前田雅文監督は「疲れた相手ＤＦ陣に宮脇が効いた。ただ、福原
の頑張りがなければ宮脇は生きなかった」と２人をねぎらい、福原
は「今日は良いところを後輩に譲ったが、次は自分でチームを勝た
せます」と闘志をみなぎらせた。
　一方、６年ぶりの４強を目指した福岡大学の乾真寛監督は「選手
たちは終盤までよく耐えたが、相手の攻撃陣が一枚上だった」と悔
しがった。

Match Review Result　＆ Report

関西大学 vs 福岡大学

Reported by　苅谷俊岐（読売新聞社運動部）

 Reported by　苅谷俊岐（読売新聞社運動部）

明治大学 vs 順天堂大学

　３年前の決勝と同じカードとなった一戦は、連覇を狙う明治大学
が狙い通りの得点を挙げ、順天堂大学に競り勝った。
　Ｊクラブ入団内定の選手を擁する強豪同士にふさわしく、試合序
盤から互角の攻防に。だが４１分、Ｊ１・ＦＣ東京加入が内定してい
る守備的ＭＦ２、中村帆高（４年）が一瞬の隙を突いて最前線に走
り出し、最終ラインからのロングボールをコントロール。巧みにゴー
ルに流し込んだ。
　守備が本職の選手が最前線に出る攻撃は、実は前日に練習して
いた動きだった。なかなかゴールが望めない相手との対戦に、栗
田大輔監督は「２列目やＤＦがどんどん前に出れば、相手守備陣
の穴が生まれる」と選手たちに伝え、何度も練習を繰り返した。出
し手を信じて駆け上がった中村を、アシストしたＤＦ１２、常本佳吾
（３年）が自陣から見逃さなかった。
　中村は「うまく相手の背後に回って隙が生まれた。練習の成果が
出た」と喜び、栗田監督は「教えた通りに結果を出した中村を褒め
たい」と賞讃した。
　３年前のリベンジに燃えていた順天堂大学は、試合終了間際に
波状攻撃を仕掛けたが、ゴールライン上でＤＦにシュートを阻まれ
るなど、無得点。１点を守り切った明治大学が、３年前決勝と同じ
スコアで順天堂大学を撃破し、準決勝に進んだ。

2019年9月3日（火）　15：30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/526人

関西大学 3

0-0

1-1

1-0

1-0

1 福岡大学

57分　15 福原 涼太（4 奥野 圭亮）
得点

(アシスト)

55分　10 梅田 魁人（6 河原 創）

91分　27 宮脇 和輝（2 坂口 貴哉）

103分　27 宮脇 和輝

2019年9月3日（火）　18：20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/339人

明治大学 1
1-0
0-0

0 順天堂大学

41分　2 中村 帆高（12 常本 佳吾）
得点

(アシスト)



 Reported by  貞永晃二(サッカーライター)

　大阪体育大学は、優勝への第１関門・筑波大学との激戦に逆転
勝ちした勢いは感じられず、動きに重ささえ感じさせた。序盤、ペー
スを握ったのは立正大学。「（大会で）一番ヤマになるゲームだと
思っていた」とは大阪体育大学・松尾元太監督だが、前半は相手
のタテへの早さと攻撃の迫力に後手を踏んだ印象で、シュートはゼ
ロ。逆に与えたＣＫが６本。これはゴールに迫られていた証しだ。そ
れでも相手シュート２本に抑えこむ辺りは、大阪体育大学の守備の
強度を示す。立正大学にボールを持たれても「怖くはない。むしろ
カウンターが一番怖かった」との松尾監督の言葉はうなずけるもの
だ。
　後半、大阪体育大学の入りはよかったが、逆に立正大学が５８分
に絶好機を作る。だが、ＦＷ１５、藤森亮志（４年）のフィニッシュは
クロスバー。ヒヤリとした大阪体育大学は６０分を過ぎてアタッカー
２人替えへ。松尾監督は「勝負のタイミング」と表現したが、ここか
ら攻撃はギアを上げて、封じられていたエースＦＷ１０、林大地（４
年）も躍動し始めた。それが７９分に結実。大阪体育大学は林大が
強引に仕掛けて得たＰＫを自ら右上スミに蹴り込み、やっと先制。
その後守りには入らず攻め続けてベスト４を決めた。

Match Review Result　＆ Report

立正大学 vs 大阪体育大学

 Reported by  貞永晃二(サッカーライター)

法政大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学

　法政大学は２回戦のスタメンからＧＫとＤＦ４人以外の６人を入れ
替えてきた。厚い選手層への自信がなせるわざだ。一方、２回戦
が延長戦になり疲労が心配されるびわこ成蹊スポーツ大学は、１０
人がそのままピッチに登場した。そして、法政大学は９分、ＤＦ２３、
関口正大（３年）のクロスをＦＷ９、松澤彰（４年）が豪快に決めて幸
先よく先制すると試合を完全に支配し、２２分には分厚い攻撃から
再び松澤が決める。３１分にも右ＣＫからＤＦ２、森岡陸（３年）が
ヘッドで決め、あっという間に３－０とした。「松澤をターゲットにする
ことと、（相手の）クロス対応があまりよくないのを狙った」と法政大
学・長山一也監督だが、攻から守への切り替えの早さでも上回るこ
とで、相手にスキを与えず攻撃を単調なものに限定させることに成
功した。その後も法政大学は前線の選手交代を行いながら、その
選手たちが結果を残していく。６３分、ＦＷ２０、佐藤大樹（２年）が
点差を４に広げる。７１分にびわこ成蹊スポーツ大学・ＦＷ１９、小
畑翔太郎（４年）が一矢を報いたが、法政大学は７７、７９分にＦＷ
３０、飯島陸（２年）がダメにダメを押す２ゴールでワンサイドゲーム
を締めくくった。

2019年9月3日（火）　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/608人

79分　10 林 大地

大阪体育大学

得点
(アシスト)

立正大学 0
0-0
0-1

1

22分　9 松澤 彰
31分　2 森岡 陸（25 田部井 涼）

63分　20 佐藤 大樹（14 森 俊貴）
77分　30 飯島 陸（20 佐藤 大樹）

1 びわこ成蹊スポーツ大学

9分　9 松澤 彰（23 関口 正大）

得点

(アシスト)

70分　19 小畑 翔太郎（20 佐藤 昴）

79分 30 飯島 陸（33 今泉 富）

法政大学 6
3-0
3-1

2019年9月3日（火）　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/415人



Official　Goods

●ユニフォーム型ストラップ ●記念タオル

販売価格　500円

 ●公式プログラム

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。

  

第43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！

販売価格　700円

  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！

（Pコード　675－826）

禁煙・ゴミの持ち帰りに
ご協力お願いします。

第43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！
■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43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！

トートバッグや

シューズケースも

販売中！

チームメイト・両親・恩師などスタンドで

共に戦い、応援をくれる人へ選手やチーム

スタッフがメッセージを送っています！

Googleフォトより閲覧できるので是非ご覧く

ださい！


