PICK UP MATCH

順天堂大学 対 駒澤大学

JR 東日本カップ 2018 第 92 回関東大学サッカーリーグ戦
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM

文・内藤 悠史

『JR 東日本カップ 2018 第 92 回関東大
学サッカーリーグ戦』は第 6 節、前期日程は
早くも折り返しを迎える。2 週間ぶりに再開
となる今節は、3 位の順天堂大学と首位に立
つ駒澤大学が激突。注目の上位対決だ。
順天堂大学は開幕 3 連勝を飾った後、2 連
敗を喫した。5 月 3 日の東京国際大学戦では
常に先手を取りながら、2-3 と逆転負け。そ
して 6 日の流通経済大学戦でも 1-2 と逆転で
敗れた。FW 浮田健誠と FW 旗手怜央の 3
年生 2 トップが 5 試合で 4 得点ずつとチー
ムを牽引する一方、チャンスの数で相手を圧
倒しながらもカウンターやセットプレーか
ら失点する課題が残った。堀池巧監督は「も
ったいなかった」と繰り返し、「コンパクト
にプレーする中で、最終ラインの背後をどう
コントロールするかが課題。守備をもう一度
立て直さないと」と改善を誓っていた。
対する駒澤大は開幕戦で法政大学に敗れ
た後、4 連勝の快進撃で首位に立った。前節
では、4 連勝中だった早稲田大学を 2-0 で撃
破。アーリークロスから相手の背後を取って
得点を重ねた。ただ秋田浩一監督は「動き出
しや運動量は、私が思うレベルまでは達して

いない」とさらなる向上を期す。そして 12
日には天皇杯東京都予選決勝で東京ユナイ
テッド FC に 2-1 と勝利。得点はいずれもコ
ーナーキックからで、安定した守備をベース
にチャンスを活かす戦いを続けることがで
きている。天皇杯本大会出場を決め、自信と
勢いを増してリーグ戦再開を迎えることだ
ろう。
順大がポゼッション率を高め、駒大が粘
り強い守備から速攻を狙う構図で試合は進
むだろう。堀池監督は「駒大の前線には推進
力があって、どんどん背後を取ってくる。前
線からチェイシングをしてパスコースを限
定したい」と警戒し、秋田監督は「相手のボ
ール回しやドリブルに対して、運動量を高め
て粘り強く対応できるかどうか」と展望し
た。特長が大きく異なるからこそ、相手の強
みを封じることが重要だ。果たして、上位対
決を制するのはどちらだろうか。

《プレミアム会員》

生選手(筑波大)、伊東純也選手(柏レイソル)

シーズンパス・会報・HP 閲覧

新規：7,500 円

各チームの PICK UP PLAYER も掲載。
観戦のお供に是非ご購入ください！

《レギュラー会員》
会報・HP 閲覧

○一般価格：1,000 円

継続：2,500 円

○KUSS 会員価格：800 円
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新規：3,000 円

NEXT MATCH
法政大学 vs 早稲田大学

(水)

法政大学城山サッカー場 18:00Kickoff

水5/30
(水)

順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 18:30Kickoff

順天堂大学 vs 国士舘大学

アシストランキング

前節(第 5 節)の結果

2 アシスト 大塲淳矢(駒澤大学)

5点

上田綺世(法政大学)

4点

岡田優希(早稲田大学)

4点

浮田健誠(順天堂大学)

2 アシスト イサカゼイン(桐蔭横浜大学)

4点

旗手怜央(順天堂大学)

2 アシスト 高橋宏季(東洋大学)

以下 3 得点 8 名

2 アシスト 渡辺悠雅(明治大学)
2 アシスト 小池裕太(流通経済大学)

以下 1 アシスト 41 名

順天堂大学 1－2 流通経済大学
筑波大学 2－1 国士舘大学
桐蔭横浜大学 3－0 東洋大学
東京国際大学 1－0 専修大学
駒澤大学 2－0 早稲田大学
明治大学 2－0 法政大学

継続：7,000 円

と大橋祐紀選手(中大)の対談にも注目…！

流通経済大学 vs 駒澤大学

発行:(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
会員募集中

巻頭企画の江坂任選手(柏レイソル)と会津雄

流通経済大学フットボールフィールド18:00Kickoff

得点ランキング

協力:内藤悠史

後期／順大 2-1 駒大

関東リーグ所属 24 大学の全選手を紹介！

(水)

――――――

前年度の対戦：前期／順大 1-1 駒大

大会プログラム情報

5/30

Division1 No.6 (第 6 節)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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5/30
(水)

5/30
(水)

東京国際大学 vs 桐蔭横浜大学
東京国際大学第一サッカー場 18:00Kickoff

筑波大学 vs 専修大学
筑波大学第一サッカー場 18:30Kickoff

明治大学 vs 東洋大学
東洋大学朝霞グラウンド 18:30Kickoff

関東大学サッカーリーグ戦の情報は（一財）関東大学サッカー連盟公式サイトへ！
www.jufa-kanto.jp

流通経済大学 VS 東洋大学
1 オビ

流経大

12 アピアタウィア 4 本村
2 小池
6 小野寺
あ
3 広滝 28 伊藤
20 小川

18 高柳

10 新垣

新垣貴之（流経大・MF・4 年）
意識して練習していきたいと思います。
出村颯太（東洋大・MF・4 年）

7 松崎

30 飯澤 13 坪川

8 高橋

11 出村

5 渡辺 27 神山

3 浦上

14 坂本

いうのが一番の反省点なので、流経大戦はどんな形であ

21 松本

筑波大

3 小笠原 5 鈴木(大)ジめい

28 角田

I

6 鈴木(徳) 20 知久
10 西澤
17 渡邊
9 長澤

27 小林

8 鳥海

9 滝沢 10 國場
7 イサカ
6 山下 15 橘田

13 長里

4 眞鍋 2 小田島 3 打越

桐蔭大

東国大

32 猪俣 3 星

駒大

10 山本

7 金田
8 栗島
ogasawa
6 冨田 3 大桃 5 杉山 4 鍬先
rao

早大

1 小島

あ

29 竹本

28 田中

25 飯島

打越大樹（桐蔭大・DF・4 年）

5 月 20 日（日）11:30
味スタ西

飯島陸（法大・MF・1 年）
まだ結果を残していないので、結果を残してチームを勝
利に導いていきたいです。自分たちで考えてプレーして
勝ちたいです。

手
9 ディサロ

去年筑波大にはリーグ戦とアミノバイタルカップの 3 戦
9 信末

備をしていきたいです。
26 西本
出場停止：なし

14 髙橋 10 大石
16 谷村 8 諸岡
4 花房

澁谷雅也（国士大・FW・2 年）
37 澁谷

5 月 20 日（日）11:30
フクアリ

あ

出場停止：飯野七聖(国士大)
警告 3 回：なし

明治大学 VS 専修大学

1 長沢

宇高魁人（東国大・FW・2 年）
22 佐藤

明大

2 岩武

3 上夷
10 小野 6 安部
5 袴田
23 常本
9 村田 25 森下
24 狩土名
10 氣田

9岸

19 中杉

18 下田
15 鹿沼 5 坂井

ように準備していきたいです。
出場停止：なし

8 笛田

警告 3 回：なし

専大

1 塚田

洋大

あ

4 大西

必ず勝点 3 を取れるように全力で戦います。

5 山岸

3 住吉

1 岩渕

国士大

布陣は前節のメンバーを参考にしたものです
ゅ

あ

法大

るよう準備をしていきたいです。

金田拓海（早大・MF・3 年）

出場停止：なし

法政大学 VS 国士舘大学

いI

22 黒崎 2 森岡 19 鳥居 26 高木
あ
13 末木
5 大西

で全敗しているので、今年は勝てるように、2 週間良い準

結果にこだわって強い気持ちで戦いたいと思います。

警告 3 回：なし

習にしっかりと取り組んで、少しでもレベルアップでき

2 週間空くのでまた気持ちを切り替えて、勝点 3 を取れる
11 相馬

ジめ

12 山岸

桐蔭大戦までは少し時間があるので、ひとつひとつの練

20 髙橋(那) 3 中村 ジめい
12 大野
2 高橋(和)
あ
けにこだわっていきたいと思います。
6 石田 25 荒木 I
7 宇高
8 柳園
14 藤沢

2 須藤 28 真下

21 松村

櫻庭立樹（筑波大・GK・1 年）

早大戦で勝ちきることが本当に重要だと思うので、勝ちだ

10 浅利 9 町田

高橋潤哉（駒大・FW・3 年）

11 室町 9 高橋

警告 3 回：なし

東京国際大学
VS 早稲田大学
あ
1 村上

9 浮田

出場停止：土田直輝(東洋大)

警告 3 回：なし

1 児玉

29 岡田

11 旗手

10 中原
31 荒木
16 薬真寺 6 大塲

5 月 19 日（土）14:00
味スタ西

上野瑶介（順大・DF・2 年）

集中応援ということで多くの人が見に来てくれるので、し
13 尾崎
15 鈴木
22 長谷川
っかり無失点で勝って、良い結果で終わりたいと思いま
あ 25 小川
10 名古
す。
12 大谷
26 新関

れ、決めたいと思います。

筑波大学 VS 桐蔭横浜大学
31 櫻庭

順大

5 月 20 日（日）14:00
フクアリ

4 村松

ば、勝てると思っています。個人的にまだゴールがないと

9 丹代

14 会津

1 佐藤

練習から勝ちたいという気持ちを持ちながら、東洋大戦を

冷静に、自分達が持っている良さをどんどん出していけ

11 岡崎

東洋大

順天堂大学 VS 駒澤大学

5 月 19 日（土）11:30
味スタ西

3 西村

5 月 20 日（日）14:00
味スタ西

狩土名禅（明大・FW・2 年）
チームとしては専大戦に向けて最高の準備をするだけだ
と思います。個人としてはチームのプラスとなる存在にな
るためには、何ができるかを考えて行動に移したいと思い
ます。
鹿沼直生（専大・MF・3 年）
連敗しないよう、必ず勝点 3 をとります。

16 河上

出場停止：なし
警告 3 回：なし
布陣は前節のメンバーを参考にしたものです

