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JR 東日本カップ 2015 第 89 回関東大学サッカーリーグ戦
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM

インタビュー・文：五味亜矢子

キックの精度を上げて起点になる！

Division2 No16
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

脇本 晃成（東京学芸大学）DF／４年
後期は 2 勝 2 敗ですが、雰囲気は悪くな
いです。第一にチームとしての統一感とい
うのを意識しているので、守備でいえば前
からいくのかしっかりブロックを形成する
のかを全体で統一させるという意味で皆の
声が出ていて、雰囲気が良くなることにつ
ながっていると思います。前期は自分たち
が一番やりたい、前からプレスをかけて連
動していくところがあまりできていなかっ
たので、ベースとしてその部分をもう一回
やり直してきました。そのうえで、自分た
ちは個々の力としては他の強いチームと比
べて優れている訳ではないので、相手によ
ってチーム全体としてどう戦うかを 1 週間
かけて考えるという感じでやっています。
個人的には DF なので、いかに失点を減
らしていけるか……常に毎試合毎試合、無
失点を目指していきたいですね。なかなか
厳しいですけど、できる限りプロを目指し
て頑張っていくつもりなので、残りのリー
グでアピールしたいです。身体が強いタイ
プではないので、ポジショニングだったり
読みだったりっていうのを常に意識してい
ますが、自分としてはもっとキックを武器
にしていきたい。精度を上げて、起点とな
れるように。それから最近は取ってないん
ですけど、セットプレーでヘディングの強
さを生かして、得点にも絡んでいきたいな
と思います。
小さいころから好きだった選手は中澤佑
二選手（横浜 F・マリノス）です。今考え
れば、似ているタイプとしては森重真人選
手（FC 東京）かな、と感じているんですけ
ど。今は誰が目標というのはないのですが、
世界で言えばカンナバーロ選手（元イタリ
ア代表）……頭を使ってというか、そんな
に背が高くないのに DF として素晴らしい
選手だったのがすごいですね。
4 年間、チームでは勝てない時期があっ
たり苦しいシーズンが多かったけれど、逆
に言えば苦しんだ分、しっかり自分の中で

考えることができた。苦しい時に何をすれ
ばいいか、どうすれば個人として伸びるか
っていうふうに、考える力は養えたかなと
思いますね。1 部昇格という目標は毎年変
わらないので、チャンスがある限り諦めな
い。それから、今年は「追求」というスロ
ーガンを挙げていて、プレーはもちろん、
係の仕事や自分の仕事を適当にやらず一
つひとつをしっかりやろうということを
目指しています。部の理念として、どの分
野にいっても活躍できる人材育成という
のがあります。部の運営のためにいろんな
仕事をしてくれる人たちがいてこそ、
自分
たちがやりたいサッカーができているん
だな、
ということも学べた。だから自分は、
ピッチの部分での仕事をしっかりやらな
きゃいけない。サッカーでどれだけ引っ張
っていけるかをすごい、意識しています。

発行:(一財)関東大学サッカー連盟
――――――

得点ランキング
12 点

遊馬将也(東洋大学)

9点

高井和馬(日本体育大学)

9点

中野誠也(筑波大学)

9点

仙頭啓矢(東洋大学)
以下 8 点 4 名

協力：五味亜矢子・関東大学サッカーサポーターズクラブ

アシストランキング
7 アシスト
7 アシスト
6 アシスト
6 アシスト
5 アシスト
5 アシスト
5 アシスト

高野遼(日本体育大学)
木村魁人(関東学院大学)
仙頭啓矢(東洋大学)
金秀勇(朝鮮大学校)
萱沼優聖(関東学院大学)
戸嶋祥郎(筑波大学)
金成純(朝鮮大学校)
以下 4 アシスト 7 名

前節(第 15 節)の結果
関東学院大学

3－1 東京国際大学

日本体育大学

0－0 東海大学

朝鮮大学校

2－2 産業能率大学

青山学院大学

3－1 拓殖大学

筑波大学

1－0 日本大学

東洋大学

1－0 東京学芸大学

10 月 3 日(土) 11:30Kick off

10 月 3 日(土) 13:50Kick off

日本体育大学健志台キャンパスサッカー場

日本体育大学健志台キャンパスサッカー場

関東学院大学
出場停止

なし

警告 3 回

なし

現在

2

日本体育大学
位

出場停止

なし

警告 3 回

なし

VS (

拓殖大学

8

出場停止

位

警告 3 回

位

出場停止

なし

警告 3 回

桶谷亮太

10 月 4 日(日) 11:30Kick off

10 月 4 日(日) 13:50Kick off

青山学院大学緑ヶ丘グラウンド

青山学院大学緑ヶ丘グラウンド

東京学芸大学
出場停止

なし

警告 3 回

永井雄介

VS

6

筑波大学
位

出場停止

なし

警告 3 回

矢吹龍磨

位

出場停止

なし

警告 3 回

羽毛勇斗

現在

3

前期の対戦:筑波大 3-1 青学大)

青山学院大学

現在

7

位

出場停止

なし

警告 3 回

瀬川泰樹

10 月 4 日(日) 11:30Kick off

10 月 4 日(日) 13:50Kick off

朝鮮大学校グラウンド

朝鮮大学校グラウンド

東洋大学
出場停止

なし

警告 3 回

遊馬将也

現在

4

朝鮮大学校
位

出場停止

なし

警告 3 回

韓勇太

VS (

産業能率大学

11

出場停止

位

警告 3 回

なし
浜下瑛

5

日本大学

12

出場停止

位

警告 3 回

なし
成瀬琢斗

東洋大学 対 産業能率大学
位の産能大。産能大は勝ち点こそ伸ば
せていないものの得点力があり、後期
で無得点に終わった試合はまだない。
また後期全 8 得点のうち、2 得点を FW
見留耀太(4 年)が決めている他は異な
る選手がゴールを挙げており、誰もが
シュートを打てる攻撃力が魅力でも
ある。今節は年代別代表経験を持つ
FW 越智大和(3 年)が出場停止から復
帰。残留に向けて、もう負けられない
状況。そろそろ産能大攻撃陣の爆発も
近いのではないだろうか。ともに攻撃
力を持つ両チームだが、思ったように
は勝ち点を伸ばせていない。今節では
その鬱憤を晴らすような見ごたえの
ある試合が繰り広げられることを期
待したい。
今節で後期リーグも折り返し。一つ
の勝利が今後大きなものになってく
る。1 点でも多くゴールを決めること
で、混戦が予想される昇格・残留争い
を優位に進めたいところ。終盤戦に向
けて真っ先にスパートをかけるのは
果たしてどの大学か。今節も熱いプレ
ーが見られるだろう。

関東大学サッカーサポーターズクラブ会員募集中!!
《サポーターズクラブ会員》 《シーズンパス会員》
年会費
継続：2,500 円
新規：3,000 円
会員限定 HP の閲覧

《同時入会会員》
年会費
継続：7,000 円
新規：7,500 円

年会費
5,000 円
年間のリーグ戦が無料で観戦可能

同時入会だとさらにお得！

詳しくはお近くの学生スタッフ、またはチケット売り場まで!!

NEXT MATCH

位

前期の対戦:朝鮮大 3-0 日大)

現在

『JR 東日本カップ 2015 第 89 回関東
大学サッカーリーグ戦【後期】
』第 15 節
では、首位を走る日本体育大学が東海大
学を相手にスコアレスドロー。追う 2
位・関東学院大学は後期初白星を挙げ、
首位との勝ち点差を一桁に縮めた。3 位
筑波大学は最下位に甘んじる日本大学と
の対戦で、粘り強く守る日大に厳しい試
合を強いられながらも後半のアディショ
ナルタイムに得点を挙げ、勝ち点 3 を手
にした。対する日大は後期に勝利がなく、
苦境を強いられている。11 位の産業能率
大学も後期開幕戦以来勝利が遠く、残留
争いは熾烈を極めている。順位こそ変動
がなかったものの、それぞれの勝ち点差
が縮まり、早くも混戦の様子が伺える。
そんな昇格・残留争いも目を離せない
が、もう一つの熱い戦いが得点王争いだ。
現在 12 得点を記録し得点王ランキング
トップを走るのが、東洋大学の FW 遊馬
将也(4 年)。早くも昨年度の 10 得点を超
え、記録をどこまで伸ばせるか、注目だ。
東洋大は 9 得点で 2 位タイの FW 仙頭啓
矢(3 年)も擁しており、攻撃陣に期待が懸
かる。その東洋大が今節対戦するのが 11

現在

VS (

前期の対戦:東洋大 4-1 産能大)

現在

位

VS (

(前期の対戦:東学大 1-0 東海大)

東海大学

現在

10

現在

位

東京国際大学

9

なし

現在

前期の対戦:日体大 3-0 東国大)

現在

なし

1

現在

VS (

前期の対戦:関学大 1-2 拓大)

現在

現在

PICK UP MATCH

10/10
(土)

10/10
(土)

10/11
(日)

青山学院大学 vs 日本大学
筑波大学第一サッカー場

11:30Kickoff

関東学院大学 vs 東洋大学
東京学芸大学グラウンド

11:30Kickoff

産業能率大学 vs 拓殖大学
東海大学湘南校舎サッカー場

11:30Kickoff

10/10
(土)

筑波大学 vs 東京国際大学
筑波大学第一サッカー場

13:50Kickoff

13:50Kickoff
10/10 日本体育大学
vs 東京学芸大学

(土)

東京学芸大学グラウンド

13:50Kickoff

10/11

朝鮮大学校 vs 東海大学

(日)

東海大学湘南校舎サッカー場 13:50Kickoff

