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得点ランキング
3点
2点
2点
2点
2点
2点
2点
2点

大竹将吾(青山学院大学)
山田盛央(慶應義塾大学)
寺岡尚輝(東海大学)
小畑慶太朗(青山学院大学)
吉田直矢(立教大学)
宮倉樹里杏(立教大学)
松岡大智(国士舘大学)
山下諒也(日本体育大学)
以下 1 得点 40 名

アシストランキング

前節(第 3 節)の結果

3 アシスト 橋本健人(慶應義塾大学)

日本体育大学 1－3 慶應義塾大学

3 アシスト 谷村海那(国士舘大学)
2 アシスト 尾ノ上幸生(青山学院大学)
2 アシスト 金子拓郎(日本大学)

関東学院大学 2－5 青山学院大学
立教大学 2－1 東京学芸大学
拓殖大学 1－2 日本大学
東京国際大学 0－2 東海大学

以下 1 アシスト 23 名

国士舘大学 5－1 産業能率大学

名

PICK UP MATCH

青山学院大学 対 産業能率大学

『JR 東日本カップ 2019 第 93 回関
東大学サッカーリーグ戦』は、ゴール
デンウィーク３連戦の中日になる第 4
節を迎える。現在首位に立つのは慶應
義塾大学。第 3 節では日本体育大学を
3-1 で下し、開幕から 3 連勝。同じく
開幕 3 連勝を挙げ勝点９で並ぶのが２
位の東海大学だ。慶應大、東海大とも
に昨年度は 7 位、10 位と不本意な成績
に終わったが、今年は開幕から快進撃
を続けている。
その 2 チームを追う形で現在 3 位に
位置しているのが青山学院大学。第 3
節では関東学院大学に 5-2 と大量得点
を挙げて勝利。流郷吐夢監督は「前半
に 1 点を返されときは嫌な感じがし
た」と振り返りながらも「相手の勢い
に呑まれず、逆に点差を広げて勝ち切
れたのは、チームが進歩している証
拠」と、その戦いぶりを評価した。今
節対戦する産業能率大学に対しては
「運動量があり、3 バックでアグレッ
シブにくるチーム」との印象から「走
り負けないよう、局面で自分たちのい
い部分を出したい」と展望する。
「しっ
かりと準備をして、どんな展開になっ
ても勝点 3 を取りにいきたい」と意気
込み、連勝に向けてチーム全員に大き

な期待を寄せた。
対する産能大は、第 3 節で国士舘大
学に 1-5 と大量失点で敗戦。これで開
幕から 3 連敗で、ついには最下位に沈
むこととなった。小湊隆延監督はこれ
までの試合を振り返り、
「自分たちらし
さを出し切れていない」とコメント。開
幕戦と第 2 節でそれぞれ 4 失点、そし
て第 3 節では 5 失点と、3 試合で 9 失
点を計上しているのも気になるとこ
ろ。守備の立て直しが急務であること
は間違いないだろう。青学大に対して
は「一人一人のレベルが高いチームな
ので、どれだけ数的有利な状況を作れ
るかが重要」とし「球際、ハードワーク
といったところで自分たちらしさを出
していきたい」と語った。
ポゼッションで相手を崩す青学大
と、ハードワーク、球際の強さで勝負す
る産能大。タイプの違う両チームの激
突は、どちらに軍配が上がるのか。首位
グループを追う青学大と最下位脱出を
狙う産能大の対戦結果はいかに――。

文・相澤孝政

出場停止：なし
警告 3 回：なし
前年度対戦成績：なし

第 4 節 試合日程
5/2
11/7

東京国際大学 vs 慶應義塾大学

5/2

国士舘大学 vs 拓殖大学

(木・休) 埼玉スタジアム 2002 第 2 グラウンド 11:30Kickoff
『if』は関東大学サッカー連盟HPからもダウンロード可能です。
こちらの QR コードよりぜひご覧ください！

(木・休)

柏の葉公園総合競技場 11:30KickOff

5/2

日本体育大学 vs 東京学芸大学

(木・休) 浦安市運動公園陸上競技場 11:30Kickoff

5/2

(木・休)

5/2

関東学院大学 vs 東海大学
三ツ沢公園陸上競技場 11:30Kickoff

青山学院大学 vs 産業能率大学

(木・休)

相模原ギオンスタジアム 11:30Kickoff

5/3

立教大学 vs 日本大学

(金・祝) 龍ケ 崎 市 陸上 競 技場 た つ のこ フ ィー ル ド 11:30Kickoff
日本大学稲城総合グラウンド 11:30Kickoff

第 5 節 試合日程
5/5
11/7

関東学院大学 vs 東京学芸大学

5/5

慶應義塾大学 vs 産業能率大学

5/5

日本体育大学 vs 東海大学

(日・祝)

武蔵野陸上競技場 11:30KickOff

5/6

東京国際大学 vs 立教大学

5/6

国士舘大学 vs 日本大学

5/6

青山学院大学 vs 拓殖大学

(月・休) 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 11:30Kickoff

(日・祝) 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 11:30KickOff (月・休) 川口市青木町公園総合運動場 11:30Kickoff
(日・祝) 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 14:00KickOff (月・休) 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 11:30Kickoff
日本大学稲城総合グラウンド 11:30Kickoff

