PICK UP MATCH

立正大学 対 東京学芸大学

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

文・相澤孝政

『JR 東日本カップ 2018 第 92 回関東大学
サッカーリーグ戦』2 部リーグは第 20 節を
迎え、残り 3 節となった。
これまで後期リーグを 7 勝 1 分と負けなし
で 2 位をキープしていた立正大学だったが、
前節の青山学院大学戦でついに後期初の負
けを喫した。杉田守監督は「とても残念な試
合」と第一声。試合については「後半に与え
た 1 本のシュートで、
失点したのは痛かった」
と振り返った。立正大はボール支配率、シュ
ート数ともに上回っていたが、決定力が不
足。対照的に前後半を通じてシュートわずか
2 本の青学大に失点を許す結果となったの
は、改善すべき課題だ。現在、立正大は 3 位
の日本体育大学と勝点差 2。今節試合に敗れ
れば順位が入れ替わる可能性もある。これ以
上負けるわけにはいかない。そんな東京学芸
大学戦について、杉田監督は「攻守の切り替
えでチャンスを作れるか。そこでゴールが奪
えれば」とポイントを語る。
対する東学大は前節、東京農業大学に 3-0

と圧勝。檜山康監督は「
（2 部）残留が決定
してひと安心」とほっとした様子だった。今
節の対戦相手である立正大は、東農大と同じ
フォーメーションを組むチーム。檜山監督は
その勝利に手応えを感じ「東農大戦と同じよ
うにサイドからの素早い攻撃をしていきた
い」と意気込む。一方で「前線に良い選手が
いるのと、素早いカウンターに気をつけてい
きたい」と警戒を怠らない。立正大戦は前節
の戦いをどれだけ再現できるかが勝利のカ
ギとなるだろう。
前期は、立正大がアディショナルタイムの
逆転で劇的な勝利を収めたこのカード。前期
同様、立正大が勝利し、3 位・日体大を引き
離して 1 部昇格に向けて大きな一歩を踏み
出すのか。東学大も前節に完勝をしているだ
けに、この流れにのって残り試合を来季につ
なげたいところ。前期の雪辱を晴らすという
意味でも、簡単には負けられない。
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得点ランキング
19 点
10 点
9点
9点
8点
7点
7点

大橋祐紀(中央大学)
石塚龍成(関東学院大学)
渡邊龍(日本体育大学)
松木駿之介(慶應義塾大学)
見木友哉(関東学院大学)
関岡亮太(立正大学)
井上瑠寧(立教大学)
以下 5 得点 6 名

アシストランキング
5 アシスト
5 アシスト
5 アシスト
4 アシスト
4 アシスト
4 アシスト
4 アシスト

中村亮太朗(中央大学)
鈴木康孝(立正大学)
原田亘(日本体育大学)
雪江悠人(立正大学)
平松昇(立正大学)
奥谷康平(立教大学)
堀越大蔵(東海大学)
以下 3 アシスト 16 名

前節(第 19 節)の結果
節)の結果
中央大学
3－2 拓殖大学
日本体育大学 1－5 慶應義塾大学
関東学院大学 0－0 東海大学
立教大学 3－1 神奈川大学
東京学芸大学 3－0 東京農業大学
立正大学 0－1 青山学院大学

前期の対戦：立正大 4-3 東学大

後期リーグ戦プログラム販売！

☆公式 LINE＠はじめました☆

関東リーグ所属 24 大学の全選手を紹介！

ID「@jufa_kanto」で検索

巻頭企画の椎本邦一鹿島アントラーズスカウ

友だち追加をお願いします

ト担当部長と名古新太郎選手(順天堂大学)
の対談にも注目……！
各チームの PICK UP PLAYER や前期リーグ

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

の順位変動などのチーム情報も掲載。
観戦のお供に是非ご購入ください！
○一般価格：1,000 円
○KUSS 会員価格：800 円

NEXT MATCH
11/18
11/7
(日)

関東学院大学 vs 東京学芸大学

11/18

栃木市総合運動公園陸上競技場11:30Kickoff

(日)

栃木市総合運動公園陸上競技場14:00Kickoff

立教大学富士見総合グラウンド 11:30Kickoff

(日)

立教大学富士見総合グラウンド 14:00Kickoff

東海大学 vs 拓殖大学

11/18

11/18 青山学院大学 vs 東京農業大学
(日)

11/18
(日)

拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 11:30Kickoff

11/18
(日)

中央大学 vs 日本体育大学
立教大学 vs 慶應義塾大学
立正大学 vs 神奈川大学
拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 14:00Kickoff
日本大学稲城総合グラウンド 11:30Kickoff

立正大学 VS 東京学芸大学
31 三森

11 月 10 日(土) 11:30
たつのこ

平松昇（立正大・MF・2 年）
順位のことなどいろいろなプレッシャーがかかる一戦に
正大
3 鈴木(順) 4 岡村 5 中塩
なると思いますが、チーム全体でやるべきことを徹底し
20Ho
鈴木(康) 7 矢幡 16 近藤 22 見原 て、必ず勝利して勝点 3 をとります。
11 人見 26 藤森 正大
19 雪江
色摩雄貴（東学大・FW・3 年）
前期リーグでは逆転負けをしたので、今回こそは上手く
7 色摩
10 林
試合をコントロールして勝ち切りたいです。
立正大
立正大
立立

9 高橋 24 住田 30 武沢 18 鈴木(魁)
3 大竹 5 鈴木(翔) 4 天本16 上加世田

東学大

1 木村

相模原

森孝輔（青学大・MF・4 年）
自分たちにはまだ 1 部リーグ昇格の可能性が残っていま
6 佐藤 3 池庭 20 高田 18 加倉井 す。今節も勝利し、昇格へ向けてひとつでも多くの勝点
あ
を積み上げられるよう頑張っていきたいです。

19 大竹
15 重田

10 堀越

8 丸山 14 水越 11 砂金

18 大山

2 浦野

東海大

5 小林 4 坂田

濵
42 阿部

阿部輝（東海大・GK・2 年）
今季最後の集中応援でもあり、2 部リーグ残留のために
も絶対に負けられないので、しっかりとゴールを守って
勝利に貢献したいです。勝って最高の集中応援にしたい
です。

21 内田

慶應義塾大学 VS 拓殖大学
3 鴻巣
6 増田
13 山田

拓大

1 吉田
あ

17 井上

警告 3 回：吉澤泰成(立教大)・武智悠人(立教大)

桂島直輝(立教大)・牧寛史(東農大)
11 月 11 日(日) 11:30
日体大 G

原田亘（日体大・DF・4 年）
今季も残り 3 試合になりましたが、まだ自力での昇格の
4 吉原 5 勝嵜 23 稲積 可能性があります。前節の敗戦を無駄にせず、練習で修
3 原田
正し、残りの試合ではチーム全員で勝利を掴みとります。
6 川原田 8 伊藤
31 山田

日体大

19 山下

9 渡邊
7 関戸

11 石塚

26 及川

16 奥
9 今村
10 見木
6 勝山
5伴
3 山出 7 清成

8北
14 薩川

勝山聖也（関学大・MF・4 年）
日体大は前期リーグで負けている相手なので、泥臭く戦
って結果にこだわります。

1 古屋

節の慶大戦は大事な試合になってくると思います。前節
で出た課題をしっかりと修正して、チーム一丸となって
勝利したいと思います。
出場停止：なし
警告 3 回：中島玲央(慶大)・金井明寛(拓大)・久保拓海(拓大)

警告 3 回：北龍磨(関学大)

あ

中央大学 VS 神奈川大学

11 月 10 日(土) 11:30
栃木総合

1 佐川
2 安在

西山大輝（拓大・MF・3 年）

布陣は前節のメンバーを参考にした予想です。

出場停止：なし

出場停止：なし

11 多嶋田 2 部リーグ残留争いからいち早く抜け出すためにも、今

27 清水 25 今井 6 西山 24 内山

8 吉田

日本体育大学 VS 関東学院大学

慶大

23 小宮
22 池田 14 大山
4 関野 8 岩出

3 寺門

土屋守（東農大・MF・4 年）
まずは目の前の相手に勝つ事だけを考えてプレーしたい
と思います。

あ

あ 八田
24

あ
9 ピーダーセン
9 長尾

9 吉澤

11 月 11 日(土) 14:00
栃木総合

内田祐紀弘（立教大・MF・1 年）
まだ 1 部リーグ昇格の可能性が残っているので、しっかり
と勝ちたいと思います。

1 深谷

関学大

江本優貴（慶大・MF・3 年）
来季に向けて、少しでも良い順位で終えられるように頑
29 酒井
15 中島 張りたいと思います。

14 江本

27 志田

26 渋谷 16 影森 37 細田

住吉ジェラニレショーン・山岸瑠(国士大)

7 佐藤

5 井上

出場停止：なし
警告 3 回：なし

21 上田

立教大

10 吉田 26 武智 7 戸澤 24 原

東農大

青学大

8 瀬川
14 尾ノ上
32 久保田 10 小泉
11 森

29 桂島

あ
4 井浦

22 昼間

出場停止：なし
出場停止：なし
警告 3 回：鈴木康孝(立正大)

青山学院大学
VS 東海大学
あ
21 中野
12
大原

12 瀬尾

6 土屋 27 佐々木 10 牧

住吉ジェラニレショーン・山岸瑠(国士大)
11 月 10 日(土) 11:30

29 半沢

立教大学 VS 東京農業大学

中大

3 渡辺 17 深澤 6 今掛
あ
5 中村
8 縄拓) 10 加藤

19 大久保

9 大橋

15 田中

23 鵜沢

9 吉田
17 蛭田

32 久保田

20 松浦 29 増村
たた
5 加藤
3 石渡
28 早坂 4 白井
拓夢)
10 西澤
1 山川
神大
1 村上

田中優一（中大・MF・4 年）
神大戦もチーム一丸となり、勝利を目指して頑張るので応
援よろしくお願いします。
山川卓己（神大・GK・4 年）
今節勝たなければ 2 部リーグ残留が難しくなるので、必ず
勝利を掴みたいです。

出場停止：上島拓也(中大)・後藤祐哉(神大)
警告 3 回：大橋祐樹(中大)・後藤祐哉(神大)

布陣は前節のメンバーを参考にした予想です。
あ

11 月 11 日(日) 14:00
日体大 G

