
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ユニフォーム型ストラップ 
 
各大学のユニフォーム型ストラップを 
ゲートにて５００円(税込) 
で販売しております！ 
 
大学サッカー公式応援グッズ❤ 
 
ゲートではその他、本大会公式プログラム 
昨年度の全日本大学選手権プログラムなど 
販売しています♪ 
 

ぜひゲートにてお買い求めください！ 

前期残り３節！！ 

【集中応援情報】 

５月２３日（土）@駒沢陸上 

駒澤大学 11:30 KICK OFF 

VS 早稲田大学 

 

５月２３日（土）@駒沢陸上 

中央大学 13:50 KICK OFF 

VS 専修大学 

 

 

サポーターズクラブ会員 

 

同時入会会員 

 

シーズンパス会員 

 

年会費 継続：2,500円 

    新規：3,000円 

年会費 5,000円 

年会費 継続：7,000円 

    新規：7,500円 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-10-15 JFAハウス 7F 
(一財)関東大学サッカー連盟 関東大学サッカーサポーターズクラブ 

E-mail:kuss@jufa.jp TEL:03-3830-1850 

 

年間のリーグ戦が無料で観戦可能 

会員限定 HPの閲覧 

同時入会だとさらにお得！ 

入会方法の詳細は、関東大学サッカー連盟公式HP内右上にあるサポーターズクラブ欄をご覧ください。 

↑ユニバ光州大会日本代表発表記者会見 

   の様子を掲載しました！↓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

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

ＪＲ東日本カップ 2015 第 89 回 関東大学サッカーリーグ戦 

VOL.23-NO.09 Division 1 

前期リーグ早くも残り 3節!! 

JR東日本カップ 2015 第 89回関東大学サッカーリーグ戦は第 8節を

終え、早くも残り 3節となった。第 8節の結果を振り返ってみよう。 

 開幕から思うように勝ち点を伸ばせなかった早大だが、伝統の"早慶

戦”では意地を見せ、上位・慶大を相手に 1-0で勝利。待望の勝ち点 3

を手に入れた。3連勝中の法大は、中大と五分五分の戦いをするも、試

合終了間際のアディショナルタイムに中大にゴールを許し、連勝スト

ップという悔しい結果に。ここまで好調の現在首位国士大は、今季か

ら 1 部リーグへ昇格した神大に勝利し、勝ち点を積み上げて首位をキ

ープした。前節、初黒星を喫して奮起した流経大は桐蔭大から 4 得点

を奪う戦いを見せ、首位国士大を追う形に。明大対駒大の試合では、

駒大が後半開始 1 分で明大のゴールネットを揺らすが、明大の反撃で

追い付かれて試合はドローに終わった。昨年度リーグ戦王者専大は順

大との一戦。専大は、FK から隙を突かれ順大に得点を奪われると、そ

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM 

JR東日本カップ 2015第 89回関東大学サッカーリーグ戦 1部星取表 
［１部第 8 節終了時］ 

 

アシストランキング 

荒木 翔（国士大)      6 アシスト 

平野 篤志（駒大)      4 アシスト 

新里 涼（順大）           4 アシスト 

以下３アシスト 2 名 

 

 

得点ランキング 
 矢島 輝一(中大)       8 点 

松本 孝平(国士大)     7 点 

藤本 佳希（明大）       5 点 

以下 3 得点 4 名 

のまま追い付くことが出来ず試合終了。専大はま

たもや勝ち点を逃す結果となった。 

 GWの連戦が終わり、勝ち点を伸ばした大学がこ

のまま前期リーグを優位に終わらせるのか。それ

とも、ここから下位校の怒涛の追い上げが始まる

のか。前期リーグ残り 3節。今節も闘志溢れる若

き選手たちに期待ができそうだ。 



5月16日（土）

11:30

味フィ西

5月16日（土）

13:50

味フィ西

5月16日（土）

11:30

ゼットエー
桐蔭横浜大学 VS 法政大学

３回警告：なし
出場停止：なし
昨年度の対戦：専大２-０国士大／専大２-２国士大

早稲田大学
　開幕３連勝と好調なスタートを切った明大だったが、そ
の後５試合は３分２敗と勝ち星がなく、前節の駒大との
ゲームも１－１の引き分けに終わった。ボールを保持する
ものの、決定的なチャンスをなかなか作れなかった。それ
でも、後半43分に同点に追いついて勝点１をゲットする粘
り強さを見せただけに、残り３試合、しっかりと白星とい
う結果を出して、反撃を開始したい。
　７節終了時点で最下位の早大。背水の陣で臨んだ前節の
慶大戦は前半14分に先制点を決めると、その後はしっかり
としたディフェンスで慶大の猛攻を抑え込み、勝点３を
ゲットした。これで順位を８位に上げたが首位・国士大と
の勝点差は７ポイント。これ以上離されると、後期リーグ
での巻き返しが難しくなる。大事な一戦だ。

３回警告：なし
出場停止：柳沢拓希(法大)
昨年度の対戦:なし

３回警告：なし
出場停止：なし
昨年度の対戦:明大２-１早大／明大２-１早大

明治大学 VS

　流経大に０－４の大敗を喫してしまった前節の桐蔭大。
前半37分に失点したものの、０－１で前半を折り返しただ
けに、後半に挽回のチャンスもあったが、そこで失点を重
ねてしまった。ボールをつないでも奪われ方が悪く、カウ
ンターを何度も受ける悪循環。また、しっかりとした流経
大の守備を崩す効果的な攻撃ができなかったのが響いた。
攻撃の形を工夫したい。
　５節から３連勝と調子を上げてきた法大だったが、前節
の中大戦は０－１。しかも失点は後半のアディショナルタ
イムとショッキングな敗戦となってしまった。後半、多く
のシュートを放ったものの、ほとんどが枠を捉えなかった
のが響いた。シュートの精度を上げることはもちろん、相
手のDF陣を引き出す動きも必要になってくる。

専修大学 VS 国士舘大学
　８試合を終えた時点でまだ１勝の専大。順位も11位と苦
しんでいる。前節の順大戦もシュート数では相手を上回
り、ボールをつないではいたが、ラストパスの精度に難が
あり、得点には至らなかった。ここまで８試合で５得点と
攻撃面で苦しんでいる。また、38分の失点はFKからのも
の。攻守に課題は多いが、一つひとつ、クリアして結果に
結びつけていきたい。
　７節で首位に立った国士大。前節の神大戦はシュート数
５本と決して満足のいく内容ではなかったが、前半14分に
先制点を奪うと、その後はしっかりと守って１－０の勝利
を収め、首位をキープした。後半は相手に決定機を作られ
る場面もあったが、どんな状況でも粘り強い戦いを続け
る、国士大の神髄が十分に発揮されているといっていい。

小池佑平（明大・DF・４年） 
 勝てていない試合が続いているので、勝

ちたいという気持ちが強かった。今季は無

失点の試合がない。失点をしないで終わる

ということが課題。ミスに対してはみんな前

向きに考えていて、チームの雰囲気は悪く

はない。優勝を目標にしているので、結果

だけにこだわって絶対に勝ちたい。 

堀田稜（早大・MF・４年） 
 全然勝てていなかったのと早慶戦ということ

もあり、勝ちたいという気持ちを前面に押し出

して臨んだ。明大はすごく上手い相手だが、

気持ちや強みで上回ることができれば勝利で

きると思う。チームで高め合って良いコンディ

ションで臨みたい。 

高見啓太（国士大・MF・４年） 
 3連戦の最終戦、ここで落としたらいけないと

チームで話していたので、勝ててよかった。自

分たちがここまでやってきたことを、徹底して

出していこうとみんなで心掛けていた。自分は

アシストしかできていないので、もっとチーム

に貢献したい。次も勝って、勝ち点をどんどん

積み重ねて前期を首位で折り返したい。 

佐々木俊輝（桐蔭大・DF・３年） 
 前半、自分のミスで失点してしまった。早い段

階で失点して、立て直すことができず崩れた。

失点した後、理想の攻撃ができなかったから、

こういう形で終わってしまったと思う。 

 連敗は避けたいので、勝って次に繋げたい。 

萩間大樹（専大・DF・４年） 
 決めるところは決めて、守るところは守れば

勝てたと思う。 

 3連戦で出た課題をしっかり改善して国士大

戦を迎えたい。 

鈴木貴大（法大・FW・４年） 
 今日はツメの甘さで、最後ロスタイムに点を入

れられて、もったいない試合をしたと残念に

思っている。次節は切り替えて法政全員で勝

ちたい。 

5月16日（土）

13:50

ゼットエー

5月16日（土）

11:30

たつのこ

5月16日（土）

13:50

たつのこ

３回警告：端山豪(慶大)
出場停止：なし
昨年度の対戦：慶大２-１中大／慶大０-２中大

慶應義塾大学 VS 中央大学

順天堂大学 VS 駒澤大学

３回警告：なし
出場停止：なし
昨年度の対戦：順大１-０駒大／順大０-１駒大

３回警告：なし
出場停止：なし
昨年度の対戦：なし

流通経済大学 VS 神奈川大学

　４節以降３試合連続で勝ち切れなかった順大だった
が、７節で流経大を首位から引きずりおろすと、前節の
専大戦も１－０の勝利を収めて２連勝。ようやく調子が
戻ってきた。とはいえ、時間帯によっては押し込まれて
ディフェンスラインが低くなってしまったのは反省点。
ラインコントロールがしっかりとできるようになれば、
さらに安定した戦いができるはずだ。
　２勝２分４敗となかなか勝ちきれない駒大。前節の明
大との一戦も、後半１分に先制点を奪いながら、後半43
分に失点と逃げ切りに失敗。駒大は終盤での失点が多い
だけに、ここでしっかりと守りきれるようにならない
と、今後もこういった試合展開が多くなるだろう。た
だ、粘り強さは出てきているだけに、これをしっかりと
結果に結びつけたい。

　７節終了時点で２位の慶大は最下位の早大との一戦。
優勝争いに絡み続けるためには、勝利が絶対条件の慶大
だったが０－１の敗戦。順位を４位に下げてしまった。
前半14分に早大に先制点を奪われてしまったのがすべ
て。失点後に猛攻を仕掛けたものの、早大の堅い守備を
崩すことが出来なかった。試合の早い段階で戦い方を修
正できなかったのが敗因だ。
　７節で国士大に１－７の大敗を喫した中大。その影響
が心配されたが、ディフェンス陣が集中して戦い、好調
な法大を無失点に抑えた。ボールを回されながらもカウ
ンター攻撃を狙いチャンスを演出。後半のアディショナ
ルタイム２分にCKのこぼれ球からの流れを押し込んで貴
重な勝点３をゲットした。こういった戦いを続けていけ
ば勝点を積み重ねられるはずだ。

　三冠を目指して戦っている流経大。一度は首位に立っ
たものの、７節で順大に今シーズン初黒星。それだけに
翌節の桐蔭大との戦いに注目が集まったが、４－０の勝
利を収め、修正能力の高さを見せつけた。敗れた順大戦
では２失点の守備面が課題だったが無失点とこちらも
しっかりと修正。また、高い位置でボールを奪ってゴー
ルに結びつけた点も評価できる。リーグを通して安定し
た力を発揮しているといえるだろう。
　　一方の神大は８節を終えた時点で最下位。残留争い
に巻き込まれているものの、今年のリーグは大混戦。ま
だまだ上位に食い込む可能性も残されているだけに、こ
こからの３試合が大事。国士大戦ではチャンスを作った
ものの決めきれずに０－１の敗戦。決定力の部分を修正
したい。

小口大司（駒大・FW・２年） 
 ゴール前だけはしっかりと行こうと心掛け

ていた。前半は全然動けなくて、チームの

足を引っ張ってしまったが、得点を取れたこ

とは良かったと思う。チームとして前半・後

半の終わりに失点が多いので、集中して

やっていきたい。駒大のサッカーをやり続け

ることが大切だと思うので、みんなで頑張っ

ていきたい。 

室伏航（順大・MF・２年）  
 集中応援ということもあり、みんな気合が

入っていた。ピンチもたくさんあったが、なんと

か勝てて良かった。得点は前日の練習で同じ

ような形でヘディングを外していたが、今日は

ノーマークだったので決めることができた。次

も苦しい試合になるかもしれないがみんなで

力を合わせて勝ちたい。 

古波津辰希（流経大・MF・４年） 
 前節順大戦で負けて、連敗するチームは三冠

なんてできないと中野監督から言われていたの

で、内容も大事だが何が何でも勝ちたかった。

修正すべき部分もあるが結果としては良かった。

前期は残り3節なので、負けないことが大事。

『三冠』のために3勝できるように、一戦一戦集

中していきたい。 

南祥巧（神大・DF・３年） 
 前半、対人で負けてしまい、そのせいで失点し

まったのは悔しい。その後は持ち直して全部止

めることができたので、明るい材料だと思う。

チームが沈まないように、チームが勝つために

何ができるか考えながら声を出し続けることを心

掛けていた。チャンスもあったが得点に絡めな

かった。次節はしっかり勝ち点3を取って、チー

ムに貢献したい。 

松木駿之介（慶大・MF・１年） 
 前半は早大の気持ちに圧倒されて、立ち

上がりで勝負が決まってしまった。今節の試

合をこれからの試合に繋げていくことができ

れば、この負けは力になると思う。 

 リーグ戦自体が大混戦なので、勝ち点3を

獲ることだけに集中したい。 

 青山景昌（中大・FW・１年） 
 前節国士大に大敗したので、その分皆で

頑張って走ろうと言っていて、絶対点を決め

ようと思っていた。関東リーグには2試合出場

したがまだ得点していなかったので、得点で

きてよかった。次に勝たないと意味がないの

で、また勝てるように頑張りたい。 


