PICK UP MATCH

東洋大学 対 国士舘大学

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』はついに最終節を
迎える。何と言っても注目は、残り 1 つと
なったインカレ出場争いだ。7 位の東洋大
学、8 位の流通経済大学、9 位の専修大学
が可能性を残し、最後の 90 分に臨む。
唯一、自力で出場権を掴める状況にある
のが東洋大だ。今節で国士舘大学に勝利を
収めれば、創部以来初となる出場権獲得が
決まる。後期は開幕節で敗れた後、9 戦負
けなしと安定した戦いを披露。前々節の桐
蔭横浜大学戦、前節の法大戦はいずれも 00 で引き分けたが、堅守をベースに粘り強
く勝点を積み重ねてきた。古川毅監督は
「フィジカル面が強く、この順位にいるチ
ームではない」と国士大を警戒。タフな戦
いが予想される中、今季 7 得点の FW 坂
元達裕（4 年／山形内定）を中心とした攻
撃陣の奮起に期待がかかる。
東洋大に立ちはだかる国士大は第 18 節
で 2 部降格が決まった後、ここ 3 試合は 2
勝 1 分と負けなし。前節は東国大に 4-0 と
快勝した。最下位を脱して迎える最終節、
来季につなげる意味でも重要な 90 分とな

る。主将の MF 諸岡裕人（4 年）は「自
分たちからアクションを起こすことが
大事。東洋大には前線にいい選手が多い
ので、注意したい」と展望していた。4 年
生にとっては最後のリーグ戦、モチベー
ションは高いはず。最終節、意地を見せ
ることはできるだろうか。
流経大と専大も全国行きの望みを残
す中、東洋大のインカレ出場条件は“負
けないこと”と言っていいだろう。勝て
ば自力で出場権獲得が決まり、引き分け
た場合は流経大に勝点で並ばれる可能
性があるものの、得失点差で 13 ものリ
ードがあるために逆転は考えにくい。し
かし敗れた場合、他会場の結果を待つこ
ととなる。大一番を前に、古川監督は「引
き分け狙いではなく、しっかりと勝利を
目指す 90 分にしたい」と意気込んでい
た。東洋大が創部後初のインカレ出場を
成し遂げるのか、それとも国士大が意地
を見せるのか。注目の 90 分がいよいよ
始まる。
前期の対戦：東洋大 1-0 国士大
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平成 30 年度 第 67 回全日本大学サッカー選手権大会
【準々決勝戦】
■日程■
日程
12
月 17 日(月) 13：00
【1 回戦】
12 月 12 日(水) ①11:00 ②13：30
於：BMW ス、浦安、柏の葉、熊谷

於：味フィ西、浦安、柏の葉、熊谷
【準決勝戦】
12 月 19 日(水) 13:00
於：味フィ西、NACK5

【決勝戦】

■日程
12 月 22 日(土) 13:00
【2 回戦】
12 月 15 日(土) ①11:00 ②13：30
於：浦和駒場
【1於：味フィ西、浦安、柏の葉、熊谷
回戦】
12 月 13 日(水) ①11:00 ②13：30
於：江戸陸、上柚木、足利、真岡、浦安
■会場正式名
浦和駒場=浦和駒場スタジアム、味フィ西=味の素フィールド西が丘、NACK5=NACK5 スタジアム大宮、
【2
回戦】
柏の葉=柏の葉公園総合競技場、浦安=浦安市運動公園陸上競技場、熊谷=熊谷スポーツ文化公園陸上競技場、
12
月 ス=Shonan
16 日(土) BMW
①11:00
②13：30
BMW
スタジアム平塚
於：夢の島、上柚木、足利、栃木、浦安
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得点ランキング
15 点 岡田優希(早稲田大学)
12 点 村田航一(明治大学)
12 点 旗手怜央(順天堂大学)
11 点 三笘薫(筑波大学)
11 点 上田綺世(法政大学)
10 点 武田太一(早稲田大学)
10 点 髙澤優也(流通経済大学)
以下 9 得点 4 名

発行:(一財)関東大学サッカー連盟

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

相馬勇紀(早稲田大学)
森俊貴(法政大学)
中原輝(駒澤大学)
松崎快(東洋大学)
イサカゼイン(桐蔭横浜大学)
三笘薫(筑波大学)
中山克広(専修大学)
以下 5 アシスト 5 名

前節(第 21 節)の結果
節)の結果
明治大学
0－2 筑波大学
駒澤大学 2－1 桐蔭横浜大学
東京国際大学 0－4 国士舘大学
早稲田大学 2－1 順天堂大学
法政大学 0－0 東洋大学
専修大学 2－0 流通経済大学

専修大学 VS 明治大学
28 桐林

専大

11 月 24 日(土) 14:00
埼スタ 2

鈴木龍之介(専大･MF･2 年)

1 児玉

3 西村 4 大西 6 小林
15 鹿沼
あ
17 遠藤
7 葛谷
11 中山
18 下田
19
あ中杉

勝利してリーグ戦を締めくくれるように 1 週間良い準備

9 村田

前期リーグで負けている専大に必ず勝ち、インカレに向

8 河上

3 打越

をして、全力で戦います。
加藤大智(明大･GK･3 年)

8 渡辺
けて自分達に足りていないことを修正していきたいで
14 中村(健)
10 小野
6 安部
す。
5 袴田 3 上夷 4 橋岡 12 中村(帆)
濵
出場停止：岩武克弥(明大)
25 森下

明大

40 加藤

警告 3 回：葛谷将平(専大)

順天堂大学 VS 流通経済大学
1 佐藤

順大

10 名古 6 石上 12 大谷

オビパウエルオビンナ(流経大･GK･3 年)

3 三國 23 長倉

インカレ出場もかかっていますが、他の結果は気にせず

流経大

たいです。

1 角井
2 須藤

4 伊勢

3星

駒大
25 桧山

Ho
6 大塲 13 鈴木
14 坂本
10 中原
7 安藤 11 室町

7 三笘
28 角田

筑波大

33 犬飼
10 西澤
9 長澤 25 加藤
5 鈴木 4 山川
30 阿部

29 山原
20 知久

1 番大切なのは、このメンバー、特に 4 年生は大学サッ
カー最後の試合なので、楽しむこと。後悔しないプレー
をすることだと思います。その中で後輩たちに意地やプ

1 村上

出場停止：なし
警告 3 回：高橋和洋(東国大)、石田勇大(東国大)、町田ブライト(東国大)

東洋大学
VS 国士舘大学
あ
2 坂本
10 坂元

東洋大

あ
3 浦上

4 土田 5 渡辺

8 高橋

6 坪川

11 月 24 日(土) 14:00
栃木総合

松崎快(東洋大･MF･3 年)
引き分けでも得失点の関係でインカレ出場は決まると思

9 信末 7 近藤 8 諸岡

警告3回：村松航太(順大)、旗手怜央(順大)、

11 月 24 日(土) 14:00
柏の葉

近藤大貴（国士大･MF･4 年）
6 明本

2 飯野 3 住吉 19 松本 5 山岸

国士大

たた
1 岩渕

大

にいきます。10 戦負けなしでインカレに乗り込めたらい
いと思います。

14 髙橋 10 大石

くりたいです。
出場停止：なし

14 野本

7 松崎 11 小林

目の前の戦いに集中して、リーグの最後を勝って締めく

駒澤大学 VS 筑波大学

中村彰吾(東国大･DF･4 年)

いますが、そのメンタルでいくと負けると思うので、勝ち

本村武揚(流経大)、小野原和哉(流経大)

1 オビ

眞鍋旭輝(桐蔭大･DF･3 年)

ライドを見せることが大事になってくると思います。
22 菅野 3 中村 4 小木曽 2 高橋

21 松本

8 望月

28 伊藤 16 鈴木 3 野々村 2 広滝

10 浅利 5 秋元 15 小林 8 柳園

長倉幹樹(順大･MF･1 年)

15 鈴木

9 髙澤 35 宇都宮
11 岡崎
25 宮本 23 菊地

15 橘田 7 山下
22 浅野
8 イサカ
9 滝沢 18 松本
oooo
9 町田 13 音泉

11 月 24 日(土) 14:00
中台

最終節なので必ず勝って、良い流れでインカレに向かい

桐蔭大

11 月 24 日(土) 14:00
保土ケ谷

4 年生のためにも最終節は絶対勝ちます。
あ 4 眞鍋
14 菅原
2 小田島

東国大

あ
28 渡邉 22 長谷川 7 杉山

10 新垣

桐蔭横浜大学 VS 東京国際大学

最終戦なので必ず勝利したいです。
出場停止：なし
警告 3 回：なし

早稲田大学
VS 法政大学
あ
21 千田

星キョーワァン(駒大･DF･3 年)

早大

11 月 25 日(日) 12:00
味フィ西

藤沢和也(早大･MF･3 年)

4 年生と一緒に闘う最後のリーグ戦です。とにかくチー
ムのために、4 年生のために体を張って勝利に貢献でき
るように頑張ります。
長澤皓祐(筑波大･MF･4 年)

3 大桃 23 坂本
あ 8 栗島
7 金田
18 阿部
14 藤沢
34 田中

最終節にしっかり勝てるように、まずは 1 週間のトレーニ

もう 2 位は確定しましたが、消化試合ではなく、インカ
レに向けての大切な試合になってくると思います。それ
に私達 4 年生にとっては最後の関東リーグ戦なので、必
ず勝点 3 を獲得します。

19 杉田 9 武田

リーグ戦最終節なので勝って良い締めくくりができるよ
うに。また良い流れでインカレに向かえるように頑張りた

11 森

10 青栁
9 ディサロ 30 橋本
7 下澤 13 末木

6 長倉

27 蓑田 3 前谷 23 関口

出場停止：なし

出場停止：高嶺朋樹(筑波大)
警告 3 回：高橋潤哉(駒大)

あ
布陣は前節のメンバーを参考にした予想です。

5 杉山

法大

ングのところから、いい競争をしていきたいです。
山岸健太(法大･GK･3 年)

いと思います。

44 山岸

警告 3 回：ディサロ燦シルヴァーノ(法大)

あ

第)

布陣は前節のメンバーを参考にした予想です。

