PICK UP MATCH

順天堂大学 対 早稲田大学

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 8 節を迎える。全
22 試合のリーグ戦は早くも約 3 分の 1 を消
化。2 位から 10 位が 4 ポイント差にひしめ
く大混戦の中、今節は注目の首位・2 位対決
が行われる。
1 部復帰 1 年目にして首位を走る早稲田大
学は前節、法政大学を 5-2 で撃破。3 戦ぶり
に勝利を収めた。初出場の 2 選手を先発に抜
擢した外池大亮監督は「ポイントは前半で追
い付かれたこと。
“点を取りに行かないと勝
てない”という意識になった」と振り返る。
そして「切り札」と考えていた FW 岡田優希
（4 年）を後半開始時から投入すると、主将
はわずか 3 分で勝ち越し弾を記録。期待に応
えてみせた。一時は 1 点差に迫られたが、終
わってみれば 5 得点。指揮官は「前に行く力
を発揮してくれたことが一番の収穫」と、前
半の劣勢を挽回したチームを称えた。経験の
浅い選手を起用しながら結果を残している
現状に手応えを掴んでいる様子だった。
対するは、4 ポイント差の順天堂大学だ。
前節は国士舘大学に 2-3 と痛恨の敗戦。今季
初勝利を許してしまった。堀池巧監督が「入

り方が悪かった」と振り返った通り、17 分
までに 2 失点。前半のうちに追い付いたも
のの、77 分に PK で決勝点を許した。負傷
の影響で交代した主将 MF 名古新太郎（4
年）を欠いた後半 45 分は中盤での構成力が
落ちた印象だ。指揮官は「体を張って戦う選
手、迫力を感じさせる選手がいなかった」と
厳しい口調で振り返る。「うまくいかない時
に下を向いてしまう選手が多い」うえ、名古
が今節のピッチに立てるかどうかは不透明
だ。負傷者続出で台所事情は苦しいが、指揮
官の檄に応える選手の台頭に期待したい。
首位と 2 位の直接対決、両者の差は 4 ポ
イントだ。早大が勝てば頭一つ抜け出すこと
となるが、順大は意地を見せることはできる
だろうか。なお、早大の武田太一と順大の浮
田健誠は得点ランク首位で並んでいる。チー
ムを牽引する 3 年生 FW にも注目してほし
い。

巻頭企画の江坂任選手(柏レイソル)と会津雄

《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
6/9

龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド11:30Kickoff

(土)

東京国際大学 vs 東洋大学
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(土)

味の素スタジアム西競技場 11:30Kickoff

水6/10
(日)

味の素フィールド西が丘 11:30Kickoff

桐蔭横浜大学 vs 駒澤大学

6点
6点
6点
5点
5点
5点

武田太一(早稲田大学)
浮田健誠(順天堂大学)
上田綺世(法政大学)
岡田優希(早稲田大学)
旗手怜央(順天堂大学)
髙澤優也(流通経済大学)
以下 4 得点 2 名

発行:(一財)関東大学サッカー連盟

アシストランキング

前節(第 7 節)の結果

4 アシスト 相馬勇紀(早稲田大学)

流通経済大学 3－2 駒澤大学

3 アシスト 旗手怜央(順天堂大学)

東京国際大学 0－2 桐蔭横浜大学

3 アシスト 中原輝(駒澤大学)

法政大学 2－5 早稲田大学
筑波大学 0－1 専修大学
順天堂大学 2－3 国士舘大学

以下 2 アシスト 9 名

明治大学 0－1 東洋大学

継続：7,000 円

と大橋祐紀選手(中大)の対談にも注目…！

早稲田大学 vs 国士舘大学

得点ランキング

協力:内藤悠史

関東大学サッカー
サポーターズクラブ
会員募集中

関東リーグ所属 24 大学の全選手を紹介！

(土)

――――――

前年度の対戦：なし

大会プログラム情報
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Division1 No.7 (第 8 節)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

(土)

6/10
(日)

筑波大学 vs 流通経済大学
龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド14:00Kickoff

順天堂大学 vs 明治大学
味の素スタジアム西競技場 14:00Kickoff

法政大学 vs 専修大学
味の素フィールド西が丘 14:00Kickoff

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

順天堂大学 VS 早稲田大学
1 佐藤

順大

4 村松 13 尾崎
22 長谷川
あ
10 名古 6 石上

15 鈴木
26 新関

12 大谷

11 旗手 9 浮田

試合で勝たなければ上位に食い込めないし、負け続きでは
いられません。しっかりケアなどをして勝ちにいけるよう

3 小笠原 4 山川

28 真下 2 須藤 15 立花 40 桧山

駒大

小林幹（筑波大・MF・1 年）
上位に食らいつく為には絶対に落とせない試合だと思う

I

ので、是が非でも勝点 3 を持ち帰りたいと思います。そ

28 角田

の中で、個人としてはゴールやアシストという形で勝利
に貢献したいと思います。

東洋大

3 浦上 16 土田 ジめい
12 朝妻
5 渡辺
あ
I
8 高橋 23 長澤
30 飯澤
7 松崎
10 坂元 19 小林
17 遠藤

11 中山
14 岡本 7 葛谷
15 鹿沼
ogasawa

8 笛田 4 大西 3 西村 16 河上
rao
1 塚田

8 鳥海

と思います。
13 長里
出場停止：なし

東洋大学
VS 専修大学
あ

専大

る為に気持ちでぶつかりにいきたいと思います。
鈴木隆作（駒大・MF・4 年）
に勝ちにいけるように頑張っていきたいです。

桐蔭大

法政大学 VS 桐蔭横浜大学

山下
4 眞鍋

青栁燎汰（法大・MF・4 年）
勝つだけです。

今日の勝ちを自信にし、勢いに乗って法大戦に挑みたい

9 滝沢 18 下村
6 山下

専大戦でもチャンスが貰えたら、全力でチームの勝利に貢
13 黒澤

7 イサカ と思います。
15 橘田
3 打越
出場停止：なし
2b 小田島
警告 3 回：なし

1 児玉

流経大

4 本村 12

2 小池
5 小野原 3 広滝
10 新垣 7 渋谷
20 小川
9 髙澤
14 髙橋 22 松岡

一戦必勝。チーム一丸となって勝点 3 を取りにいきます。

6 月 3 日（日）11:30
味スタ西

眞鍋旭輝（桐蔭大・DF・3 年）

9 ディサロ

31 魏

野本 幸太（東洋大・MF・2 年）

岡本勇輝（専大・MF・3 年）

法大

流通経済大学
VS 国士舘大学
あ

6 月 2 日（土）11:30
保土ヶ谷

献できるよう頑張ります！

出場停止：なし

あ

6 月 3 日（日）14:00
味スタ西

新垣貴之（流経大・MF・4 年）
勝ってみんなを笑顔にすることでしか、今は恩返しする事
はできないので、次も勝ちます！
諸岡裕人（国士大・MF・4 年）
連敗した分、連勝していけるように頑張ります。

37 澁谷

11 田場
16 谷村 8 諸岡
出場停止：なし
警告 3 回：なし

2 飯野 35 谷口 3 住吉

国士大

21 脇野

洋大

あ

布陣は前節のメンバーを参考にしたものです
ゅ

あ

駒大には天皇杯東京都予選で負けているので、勝点 3 を取

警告 3 回：なし

22 黒崎 32 蓑田 16 加藤 26 高木
あ
13 末木
33 下澤
17 森
8 紺野 14 平山
8

警告 3 回：なし

1 村上

19 中杉

いI

1 角井

1 吉田

18 室井 桐蔭大戦の悔しさを忘れずに、次の筑波大戦に挑みたい

3 中村 4 小木曽 17 宮原

21 松本

ジめ

上地 幹大（東国大・MF・3 年）

15 小林
6 石田
23 野尻

東国大

6 月 2 日（土）14:00
味フィ西

ジめい

11 窪田
9 町田

2 高橋

12 髙田

警告 3 回：鍬先祐弥(早大)

筑波大

6 鈴木(徳) 8 高嶺
9 長澤
27 小林
10 西澤

10 浅利

10 中原

常本佳吾（明大・DF・2 年）

リーグ戦は連敗中なので、次の明大戦はチームとして絶対

7 安藤 9 高橋

出場停止：なし

筑波大学 VS 東京国際大学
29 山原

ｂ 11 佐藤(亮)
20 佐藤(凌)

4 橋岡

6 月 2 日（土）14:00
保土ヶ谷

13 鈴木 6 大塲

1 小島

30 阿部

明大

22 佐藤(瑶)
23 常本
5 袴田
6 安部あ 10 小野
18 小柏

14 藤沢 点を取ってチームを勝利に導きたいと思います。

3 大桃 23 工藤 20 牧野

早大

1 長沢
2 岩武

武田太一（早大・FW・3 年）

7 金田
8 栗島
4 鍬先

37 大里

新関成弥（順大・MF・1 年）
今日は内容も悪く、負けてしまいました。首位の早大との

にしたいです。

9 武田
11 相馬

明治大学 VS 駒澤大学

6 月 2 日（土）11:30
味フィ西

36 中村

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

