
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 文：加茂郁実 発行：（一財）関東大学サッカー連盟 協力：関東大学サッカーサポーターズクラブ  

いよいよ、4 月 4 日、「JR 東日本カップ 2015 第 89 回関東大

学サッカーリーグ戦」が開幕する。昨季は、専大、明大、順大

の 3 大学がひしめき合い、最終節まで優勝の行方がわからな

い大混戦したリーグ戦となった。 

開幕戦を戦うのは、U-22 日本代表・室屋や全日本大学選

抜選手など多くのタレントを抱え、今年こその思いで優勝を目

指す明大と、今季堀池新監督を迎え、新風をもたらす順大。 

2 試合目は昨季見事 4 連覇を果たし、史上 2 校目の 5 連覇

を成し遂げられるか注目が集まる専大と、総理大臣杯とインカ

レで二冠王者となった流経大との対戦。昨年度の主力選手の

多くが卒業した専大と、全国大会優勝経験者が多数残り、安

定した戦いができるだろう流経大の王者対決にも注目だ。 

また、昇格チームの初戦にも期待がかかる。5 シーズンぶり

に 1 部復帰する法大は昨季総理大臣杯で準優勝した実力の

あるチーム。守備に定評のある慶大をどこまで苦しめられる

か。そして 2 シーズンぶりの復帰となり、勢いのある神大と、昨

季最終節まで残留を争った中大との対戦だ。今シーズン波に

乗るためにもどちらも負けられない試合となるだろう。 

今年も、優勝を目指して関東リーグ戦士たちの長く、熱き戦

いがスタートする。 

ＪＲ東日本カップ 2015 第 89 回 関東大学サッカーリーグ戦  
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関東大学サッカーリーグ戦。いよいよ開幕！ 

JR 東日本カップ 2015 第 89 回関東大学サッカーリーグ戦 日程表［１部］ 

順
位

チーム名 専 ⼤ 明 ⼤ 順 ⼤ 早 ⼤ 国⼠⼤ 慶 ⼤ 駒 ⼤ 流経⼤ 桐蔭⼤ 中 ⼤ 法 ⼤ 神 ⼤ 勝
数

分
数

負
数

総
得
点

総
失
点

得
失
点
差

勝
点

専 ⼤ 6⽉14⽇ 5⽉9⽇ 5⽉3⽇ 5⽉16⽇ 4⽉25⽇ 5⽉6⽇ 4⽉4⽇ 4⽉18⽇ 5⽉23⽇ 4⽉15⽇ 4⽉11⽇

明 ⼤ 東海⼤G 4⽉4⽇ 5⽉16⽇ 5⽉24⽇ 5⽉3⽇ 5⽉9⽇ 4⽉18⽇ 5⽉6⽇ 4⽉25⽇ 4⽉11⽇ 4⽉15⽇

順 ⼤ フクアリ 味フィ⻄ 6⽉14⽇ 5⽉3⽇ 4⽉18⽇ 5⽉16⽇ 5⽉5⽇ 4⽉15⽇ 4⽉12⽇ 4⽉26⽇ 5⽉24⽇

早 ⼤ 保⼟ケ⾕ 味フィ⻄ 早⼤G 4⽉5⽇ 5⽉9⽇ 5⽉23⽇ 4⽉25⽇ 4⽉11⽇ 4⽉15⽇ 5⽉5⽇ 4⽉18⽇

国⼠⼤ 味フィ⻄ 多摩陸 味フィ⻄ 駒沢陸上 6⽉13⽇ 4⽉15⽇ 4⽉11⽇ 4⽉26⽇ 5⽉6⽇ 4⽉18⽇ 5⽉9⽇

慶 ⼤ 味フィ⻄ 川⼝ フクアリ 味フィ⻄ 東国⼤G 4⽉11⽇ 4⽉15⽇ 5⽉23⽇ 5⽉16⽇ 4⽉5⽇ 5⽉5⽇

駒 ⼤ 味スタ⻄ 味フィ⻄ ゼットエー 駒沢陸上 川⼝ 駒沢陸上 6⽉13⽇ 4⽉5⽇ 4⽉18⽇ 5⽉3⽇ 4⽉25⽇

流経⼤ 味フィ⻄ たつのこ たつのこ 三ツ沢 多摩陸 川⼝ 流経⼤G 5⽉9⽇ 5⽉3⽇ 5⽉23⽇ 5⽉16⽇

桐蔭⼤ 味フィ⻄ 味スタ⻄ 江⼾陸 多摩陸 横須賀 川⼝ 駒沢陸上 たつのこ 6⽉13⽇ 5⽉16⽇ 5⽉3⽇

中 ⼤ 駒沢陸上 味フィ⻄ ゼットエー 江⼾陸 川⼝ たつのこ たつのこ 川⼝ ⽇体⼤G 5⽉9⽇ 4⽉5⽇

法 ⼤ 三ツ沢 駒沢陸上 横須賀 たつのこ フクアリ BMWス 味フィ⻄ たつのこ ゼットエー フクアリ 6⽉14⽇

神 ⼤ 保⼟ケ⾕ 三ツ沢 千葉東総 味フィ⻄ BMWス 横須賀 三ツ沢 たつのこ 保⼟ケ⾕ BMWス 朝鮮⼤G
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4月4日（土）

12:00

味フィ西

4月4日（土）

14:20

味フィ西

4月5日（日）

11:30

駒沢陸上

　昨季３年ぶりに１部に復帰した駒大。スタートはつまず
いたものの、その後４連勝を達成するなど、力強さを見せ
つけた。 後は守備の不安定さが響いて７位に終わった
が、１部で戦っていけるだけの力は十分にあると手応えも
得たはず。守備の安定と、得意としている前線へのシンプ
ルかつ的確なスピードある攻撃で、ゴールを重ねることが
できれば、十分に優勝を争うだけの力はある。
　昨年はリーグ９位の桐蔭大。１部残留を果たしたもの
の、アミノバイタルカップ１回戦敗退、総理大臣杯、イン
カレと全国大会の出場は果たせず、思うような結果を出せ
なかった。その 大の要因は失点の多さ。守備を立て直
し、インカレ出場を目標に今シーズンを戦う。１部での経
験を積み、着実にチームは成長している。

中村駿（駒澤大・MF ・4年）
　開幕戦は難しい試合になると思うが、
駒大らしく全力でぶつかりたい。桐蔭大
には昨年、高校時代の先輩が２人いて、
そのころから負けたく思っていた相手。
どのチームでも負けたくないという強い
気持ちで戦っていきたい。

金子雄祐（桐蔭横浜大・MF ・4年）
　初戦はどのチームも難しいと思うが自分た
ちのサッカーを展開し、駒大に臆することな
くチャレンジ精神をもって必ず勝ちたい。駒
大は前と後ろに高い強力な選手がいて、サイ
ドにも早い選手がいるが、自分たちのサッ
カーをしていきたい。

昨年の対戦：前期／駒大3-2桐蔭大、後期／駒大4-2桐蔭大

専修大学 VS 流通経済大学
　昨年、リーグ４連覇の偉業を達成した専大。チームとし
ては非常に成熟しているが、仲川輝人や北爪健吾、河津良
一、前澤甲気と多くの４年生が抜けただけに、ややパワー
ダウン。リーグ経験の少ない選手がいかに実力を発揮でき
るかがポイント。また、ここ数年抱えている守備の課題を
いかに克服することができるかどうか。
　一方の流経大は昨年、夏の総理大臣杯と冬のインカレの
全国２冠を達成。トーナメント戦での強さを見せつけた
が、リーグ戦は８位と力を発揮しきれなかった。しかし、
今年はリーグ戦にも十分な手応えを持って臨む。Jリーグ
のチームとの練習試合でも、相手と対等に戦うだけの力を
持っている。逆に、自分たちがボールを保持したときに、
いかに相手を打ち破れるかが問題点だ。

萩間大樹（専修大・DF ・4年）
　開幕戦の流経大は昨年度総理大臣杯と
インカレを制しているこわい相手だが、
自分たちの攻撃的で美しいサッカーをし
て勝利することで、後のリーグ戦につな
げていきたいと思う。

中島宏海（流通経済大・GK ・4年）
　開幕戦で４連覇中の専修大と試合がで
きることを大きなチャンスと捉えて、こ
のチャンスをつかみ勝利したい。専大の
パスワークと早い切り替えのクオリティ
は高いが、自分たちは守備力を武器に強
力な攻撃を跳ねのけて結果を残したい。

昨年の対戦：前期／専大2-1流経大、後期／専大1-1流経大

駒澤大学 VS 桐蔭横浜大学

志和大貴（順天堂大・GK ・4年）
　開幕戦ではやってきたことを表現し、
次節以降に繋がる試合にしたい。明治大
学はこの能力が優れたチームだが、それ
に対して個ではなくチームの総合力で
戦っていきたい。

昨年の対戦：前期／明大0-0順大、後期／明大0-0順大

明治大学 VS 順天堂大学
和泉竜司（明治大・FW ・4年）
　ここ 近開幕戦には勝てていないので
内容よりも結果にこだわりたい。順大は
守備が強くて、個々の能力の高い選手が
多いので、球際の切り替えという部分で
負けないよう意識してやっていきたい。

　昨年の集客上位チーム同士の対戦。選手個々の力からい
うと、明大が一歩抜きんでており、優勝候補の一角に上げ
られるといっていい。昨年を見てもわかるように、後期
リーグには圧倒的な強さを発揮しているだけに、前期で取
りこぼしのないよう、スタートダッシュといきたいところ
だ。昨年助監督だった栗田大輔氏が監督に就任し、新体制
となった明大の初戦の戦いに注目だ。
　対する順大は昨年のリーグは３位でフィニッシュ。安定
した守備をベースに１年間戦ったが、 後にややペースダ
ウンしてしまった。シーズン前の練習試合では攻撃の選手
の動きがよく、優勝争いに絡んでくる可能性は十分。今
シーズンから監督に就任した順大出身で、Jリーグでの経
験も豊富な堀池巧氏がどういった手腕を見せるのか。



4月5日（日）

13:50

駒沢陸上

4月5日（日）

11:30

BMWス

4月5日（日）

13:50

BMWス

昨年のリーグ戦での対戦はなし

昨年のリーグ戦での対戦はなし

中央大学 VS 神奈川大学
　１年間、残留争いで苦しんだ昨年の中大。 後は監督交
代を行い、そこから一気に勝ち星を重ね、奇跡的に残留を
決めた。リーグ終盤ではマンツーマンに変更し、守備を徹
底。セットプレーのトレーニングに時間を割いたが、今年
からは手塚聡監督が指揮を執る。そのなかで、どういった
新しい中大のサッカーを作り上げていくかは未知数。変化
を見せる１年となるが、どれだけ早い段階でチームを作り
上げることができるかどうかがカギ。
　２年ぶりに１部に復帰した神大。２部リーグでは２位
だったが、優勝争いは 後まで僅差でもつれ込んだことで
わかるようにチームのレベルは十分に高い。失敗を恐れ
ず、常に前に進む、積極的に前に進むサッカーを展開しな
がら、総理大臣杯やインカレ出場を目標に戦う。

小出啓太（中央大・DF ・4年）
　初戦は今年で一番重要な試合になると思
うので、内容より勝ち点３にこだわってやっ
ていきたい。神大は2部から昇格したチーム
だからチャレンジャーという気持ちでくると
思うが、自分たちにとって 高のシーズンと
なるよう良いスタートダッシュを切りたい。

前田柊（神奈川大・MF ・4年）
　監督が中大出身ということもあり、絶
対に負けられないので結果にこだわって
勝ちにいきたい。中大は伝統校だが、自
分たちはがむしゃらなプレーで常にチャ
レンジャーの気持ちでぶつかっていきた
い。

　慶大は昨年、徹底的に守備を重視して戦ってきた。前期
リーグはその点が奏功し、リーグ 少失点の７失点。４位
で折り返したが、後期リーグはその守備陣が踏ん張り切れ
ず、６位に終わった。今年も守備からゲームをコントロー
ルする形は変わらないが、全員守備、全員攻撃のサッカー
を展開し、さらなる上位を目指す。
　６年ぶりに１部に昇格した法大。昨シーズンは前期（２
部）５位と本来の力が発揮できなかったが、アミノバイタ
ルカップで６位と調子を取り戻すと、総理大臣杯では準優
勝を果たした。そのままの勢いでリーグ戦も優勝を果た
し、１部に復帰した。長山一也監督が就任してから、真摯
で粘り強い戦いができているだけに、１部復帰初年度でも
上位に食い込む可能性は十分に持っている。

久保飛翔（慶應義塾大・DF ・4年）
　今まで培ってきた自分たちのサッカーを
自信をもって全力でぶつけたい。法政大学は
すごく攻撃的なチームだと思う。自分たちは
守備的なチームなので、どんな相手であって
も堅守攻勢チームの中であるのでしっかり
守って攻めたいと思う。

田代雅也（法政大・DF ・4年）
　これからのリーグ戦のためにチーム全員で
新チーム始動から切磋琢磨し、助け合いなが
ら戦う準備をしてきました。今季の目標でも
あるリーグ戦優勝という頂に向かってチーム
一丸となり頂戦していきます。

早稲田大学 VS 国士舘大学
金澤拓真（早稲田大・DF ・4年）
　早稲田らしさを体現して必ず勝ちたい。
国士大は個の質が高く、個で戦う選手が多い
印象。また、一対一や個人の所にフォーカス
しているチームだと思う。自分たちも個には
自信を持っているので、個で負けないような
戦いをしていきたい。

中村俊貴（国士舘大・DF ・4年）
　開幕戦は今までやってきたことを信じて、
勝っておわりたい。早大は人と人との熱いぶ
つかり合いが激しく勝利にも貪欲なチームと
いう印象。そういう面では似ている部分はあ
ると思うので 初のファーストコンタクト等
で国士大らしいハードワークを見せたい。

昨年の対戦：前期／早大3-1国士大、後期：早大1-0国士大

慶應義塾大学 VS 法政大学

　昨シーズンも優勝争いに絡んだ早大だったが、優勝を果
たした専大、２位の明大にいずれも２敗と大事な一戦を勝
ち切ることができずに４位に終わった。ここ３年、関東
リーグでは３位、２位、４位と上位を争うだけの力を持っ
ていながら、どうしても優勝を手にすることができないで
いる。ボールを奪い、ゴールを奪うという強みを 大限に
発揮し、19年ぶりの優勝を目指す。
　一昨年の後期リーグは驚異の粘りを見せ、前期の残留争
いから一転、連勝を重ねて４位でフィニッシュした国士
大。インカレでは準優勝を果たし、底力を見せつけた。昨
年も決して調子は悪くなかったが、優勝には手が届かず５
位に。15年ぶりのタイトル獲得を目指し、チームスローガ
ンでもある相手より一歩でも多く、一歩でも速くプレーす
る。



 

 
☆大会公式プログラム 販売中☆ 

本リーグ戦の大会公式プログラムをゲートにて 

1000 円(KUSS 会員 800 円)で販売しております！ 

24 大学すべての登録メンバーのプロフィールや 

福島春樹（専大・来季浦和レッズ内定）と 

湯澤聖人（流経大・来季柏レイソル内定）の 

スペシャル対談も！ 

大学サッカーをもっと楽しみたい人には 

マストアイテム♥ 

ぜひゲートにてお買い求めください！ 

＊集中応援 情報＊ 

☆神奈川大学 

４月１１日（土）13:50Kick off 

Vs 専修大学 

＠県立保土ヶ谷公園サッカー場 

〈イベント内容〉 

・サインボール投げ入れ 

・応援メガホン配布 
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