PICK UP MATCH

筑波大学 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 10 節を迎え、
前期日程は残り 2 試合となった。大混戦の
中、激しい順位争いから目が離せない。
前節で復活の兆しを見せたのが筑波大
学だ。流通経済大学との茨城ダービー、結
果は 5-0。敵将の中野雄二監督が「歴史的」
と表現する大勝で、4 戦ぶりに勝点 3 を掴
んだ。得点力不足に苦しむ中、自らポジシ
ョン変更を直訴したという DF 小笠原佳祐
（4 年）を FW で起用すると、主将が意地
の 2 得点。小井土正亮監督は流経大が天皇
杯のため中 2 日だったことに言及しつつ、
「新たな配置をした中で、提示した戦い方
をしっかりと実行してくれた」と選手たち
を称えている。1 年生 3 名が先発した守備
陣も安定したプレーで無失点に貢献。攻守
に収穫の多い 90 分だった。殊勲の小笠原
は「残り 2 試合、勝って締めくくりたい」
と充実の表情を見せていた。
対するは 6 位の駒澤大学だ。前節は桐蔭
横浜大学に 0-3 と敗れ、
秋田浩一監督は
「完
敗です」と第一声。前半終了間際に先制さ

れると、終盤 10 分間で 2 点を追加された。
3 試合連続で先制点を許し、計 8 失点で 1 分
2 敗と苦しんでいる。指揮官が語ったよう
に、まずは「粘り強く守備をできるかどうか」
がポイントとなるだろう。筑波大は前節でゴ
ールラッシュを見せ、今節は U-21 日本代表
MF 三笘薫（3 年）の復帰も見込まれている。
突破力を備えた攻撃陣に対し、厳しいマーク
で応戦しなければならない。ボールポゼッシ
ョンを許す展開が予想されるが、今季 5 得
点の FW 高橋潤哉（3 年）を中心に虎視眈々
とチャンスを窺っていきたい。
筑波大は現在 9 位だが、勝てば 3 位浮上
の可能性もある。上位 2 校が直接対決に臨
む今節、勝利を収めて差を詰めたいところ
だ。対する駒大も、わずか 1 ポイント差の
筑波大に敗れるわけにはいかない。秋田監督
は「前期で一番大事な試合」と今節の重要性
を強調していた。前節は対照的な結果に終わ
った両者、勝利を掴む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
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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
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新規：3,000 円

NEXT MATCH
流通経済大学 vs 法政大学
柏の葉公園総合競技場 14:00Kickoff

筑波大学 vs 順天堂大学
味の素フィールド西が丘 14:00Kickoff

岡田優希(早稲田大学)
武田太一(早稲田大学)
上田綺世(法政大学)
浮田健誠(順天堂大学)
髙澤優也(流通経済大学)
旗手怜央(順天堂大学)
高橋潤哉(駒澤大学)
滝沢昂司(桐蔭横浜大学)
以下 4 得点 2 名

アシストランキング

前節(第 9 節)の結果

6 アシスト
4 アシスト
4 アシスト
3 アシスト
3 アシスト
3 アシスト

相馬勇紀(早稲田大学)
中原輝(駒澤大学)
高橋宏季(東洋大学)
森俊貴(法政大学)
旗手怜央(順天堂大学)
イサカゼイン(桐蔭横浜大学)

以下 2 アシスト 10 名

早稲田大学 4－0 国士舘大学
筑波大学 5－0 流通経済大学
東京国際大学 1－4 東洋大学
順天堂大学 0－0 明治大学
桐蔭横浜大学 3－0 駒澤大学
法政大学 1－1 専修大学

継続：7,000 円

と大橋祐紀選手(中大)の対談にも注目…！

駒澤大学 vs 国士舘大学

得点ランキング
8点
7点
6点
6点
6点
5点
5点
5点

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

味の素フィールド西が丘 11:30Kickoff

発行:(一財)関東大学サッカー連盟

後期／筑波大 3-1 駒大

関東リーグ所属 24 大学の全選手を紹介！

(土)

協力:内藤悠史

――――――

前年度の対戦：前期／筑波大 4-1 駒大

大会プログラム情報
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明治大学 vs 東京国際大学
味の素フィールド西が丘 14:00Kickoff

桐蔭横浜大学 vs 専修大学
味の素フィールド西が丘 11:30Kickoff

東洋大学 vs 早稲田大学
Shonan BMW スタジアム平塚 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

東洋大学 VS 国士舘大学
21 松本
14 坂本

3 浦上 16 土田

東洋大
5 I渡辺

あ
8 高橋 13 坪川

15 野本

37 澁谷
2 飯野

14 髙橋 22 松岡
16 谷村 8 諸岡
35 谷口 43 大森

次もチーム一丸となって勝点 3 を積み上げていきたいで

30 飯澤

17 渡邊
10 西澤
9 長澤
あああああああああああ

6 大塲 10 中原
7 安藤 16 薬真寺 手

36 中村
出場停止：なし

28 真下 32 猪俣 4 伊勢 40 桧山

警告 3 回：なし

駒大

めていきたいです。結果にこだわり、何としてでも勝ち

10 新垣

18 高柳

ます。

)9 髙澤

荒木秀太（東国大・MF・1 年）

9 町田 10 浅利
11 池添
22 菅野

東国大

6 石田

25 荒木

3 中村 4 小木曽

13 音泉
2 高橋

前期も残り 2 節なので、この試合で勝点を積み重ねてい
きたいです。
出場停止：なし
警告 3 回：なし

31 神林

明治大学
VS 桐蔭横浜大学
あ
1 長沢

明大

2 岩武 3 上夷
23 常本
5 袴田
あ
6
安部
10 小野
11 佐藤
8 渡辺
9 村田 18 小柏
36 松本 9 滝沢
8 鳥海

です。個人としても結果を出し、チームの勝利になんとし
ても貢献したいです。
山下優人（桐蔭大・MF・4 年）

出場停止：なし
警告 3 回：なし

連敗を止められるようにチーム一丸となって戦っていき
たいです。
出場停止：なし

専大

6 月 17 日（日）11:30
岩名

遠藤翔太（専大・MF・2 年）
早大は連勝中で波に乗っているので、自分たちがその早

11 中山 17 遠藤 10 氣田
あああああああああああ

岡田優希（早大・FW・4 年）

11 相馬

15 直江

14 藤沢

8 栗島

7 金田
13 高岡
12 小笠原
20 牧野
3 大桃 23 工藤
ogasawa
1 小島
早大
rao

ゅ

順大

4 村松 22 長谷川 ジめ
15 鈴木
6 石上
あああああああああああ
あ 31 鬼島 い I
25 小川
あああああああああああ
26 新関
12 大谷
10 名古 11 旗手

あああああああああああ
10 青柳
17 森

大を倒して、逆に流れに乗りたいと思います。

専大は早大が苦手としている相手です。だからこそ、課
題を修正して相手を分析することが大切で、このサイク
ルをより丁寧に取り組みたいと思います。
出場停止：なし
警告 3 回：なし

順天堂大学
VS 法政大学
あ
21 高田

上位にいくには負けられない相手なので、1 週間いい準備

桐蔭大

1 児玉

6 月 17 日（日）11:30
駒陸

チーム一丸となり、内容ではなく結果だけにこだわりたい

13 長里 14 菅原 2 小田島 3 打越

ます。チームで隙のない準備をしたいです。

ジめ
16 河上 3 西村 4 大西 2 古屋
15
あああああああああああ
いI
あ鹿沼
7 葛谷 14 岡本
あああああああああああ

佐藤亮（明大・FW・3 年）

6 山下 15 橘田 7 イサカ して試合に臨みたいと思います。

大の試合を分析し、いい状態で試合を迎えられるようにし

警告 3 回：なし

1 塚田

2い
小池
I
28 伊藤

8 奥田

しっかりと前の試合(vs 流経大戦)を振り返った上で、駒

専修大学
VS 早稲田大学
あ

魏黽哲（流経大・GK・2 年）
筑波大戦で出た課題をチームで修正し、攻守共に質を高

あ
5 小野原

21 松村

6 月 16 日（土）14:00
味フィ西

12 ア ピ ア タ ウ ィ ア 4 本村 ジめ
3 広滝

西澤健太（筑波大・MF・4 年）

安藤翼（駒大・MF・4 年）

9 高橋 11 室町

5 山岸

流経大

6 月 17 日（日）14:00
駒陸

3 小笠原

なんとしてでも勝点 3 をとります。

流通経済大学
VS 東京国際大学
あ
31 魏

筑波大

14
会津 4 山川 28 角田 29 山原
あああああああああああ
あああああああああああ
あ
32 池谷 6 鈴木
あああああああああああ

宮本英治（国士大・MF・2 年）

21 脇野

国士大

31 櫻庭

土田直輝（東洋大・DF・2 年）
す。

7 松崎 10 坂元

筑波大学 VS 駒澤大学

6 月 16 日（土）11:30
味フィ西

14 平山

8 紺野

33 下澤 13 末木
22 黒崎 16 加藤 3 前谷 23 関口

法大

21 中野

洋大

あ

布陣は前節のメンバーを参考にしたものです

6 月 17 日（日）14:00
岩名

高田謙（順大・GK・3 年）
1 週間を逆算して、いい準備をしていきたいです。
下澤悠太（法大・MF・3 年）
絶対に勝たなくてはいけない試合だと思うので、内容、結
果ともに上回れるように、1 週間最高の準備をしていきた
いと思います。
出場停止：佐藤久弥(順大)
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

