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得点ランキング
7点
7点
4点
3点
3点
3点
3点
3点

佐藤亮(明治大学)
人見拓哉(立正大学)
森海渡(筑波大学)
梅村豪(立正大学)
加藤陸次樹(中央大学)
大久保智明(中央大学)
佐藤大樹(法政大学)
山口大輝(流通経済大学)
以下 2 得点 9 名

アシストランキング
3 アシスト
2 アシスト
2 アシスト
2 アシスト
2 アシスト
2 アシスト

前節(第 6 節)の結果

大久保智明(中央大学)
渡邊陽(筑波大学)
近藤拓海(立正大学)
平松昇(立正大学)
旗手怜央(順天堂大学)
冨山大輔(専修大学)

流通経済大学 1－4 立正大学

以下 1 アシスト 33 名

法政大学 0－2 明治大学

早稲田大学 0－1 駒澤大学
筑波大学 0－0 中央大学
順天堂大学 4－0 専修大学
東洋大学 0－1 桐蔭横浜大学

以下 1 アシスト 26 名

PICK UP MATCH

筑波大学

対

流通経済大学

文・内藤悠史

『JR 東日本カップ 2019 第 93 回関東大
学サッカーリーグ戦』は第 7 節を迎える。
前節で 5 勝目を挙げた明治大学が単独首位
に立ったが、上位戦線は混戦だ。前期日程
の中断期間突入まで残り 2 試合。ミッドウ
ィーク開催の今節も、熱い戦いを期待した
い。
明大に首位を明け渡したものの、1 ポイ
ント差の 2 位につけているのが筑波大学
だ。4 勝 2 分と 12 チームで唯一負けなしを
維持し、安定した戦いを続けている。前節
は中央大学とスコアレスドロー。副将の
GK 阿部航斗（4 年）は「クオリティーに欠
ける試合だった」と、無得点に終わった 90
分にもどかしさを隠そうとしなかった。今
節は MF 三笘薫（4 年／川崎内定）を U-22
日本代表招集によって欠くこととなる。GK
阿部は「チーム全員で守り、攻めるという
意識をいつも以上に持って臨みたい」と、
チーム一丸の意識を強調していた。
対するは、未だ勝ちなしの流通経済大学
だ。6 試合で今季リーグワーストの 17 失点
を喫し、1 分 5 敗で最下位に沈んでいる。
前節は 1 部初参戦の立正大学に 1-4 と大敗。
主将の DF 本村武揚（4 年）は「フィニッシ

ュの部分、守備の泥臭さが足りないと強く思
った」と攻守両面の反省点を挙げ、
「走ること、
球際、気持ち。この当たり前のことが勝つた
めのポイント」と語った。ただ、26 日に行わ
れた天皇杯 1 回戦・北海道教育大学岩見沢校
戦では 2-0 と快勝し、浦和との 2 回戦へ駒を
進めている。J1 勢への挑戦権を掴み取った自
信と勢いを、リーグ戦での浮上のきっかけと
したいところだ。
さあ、いよいよ茨城ダービーがキックオフ
を迎える。4 月 21 日の天皇杯予選準決勝では
流経大が PK 戦突入の激闘を制しており、筑
波大 GK 阿部は「絶対に勝ちたい」とリベン
ジを誓っていた。一方、流経大 DF 本村も「泥
臭く点を取って勝ちたい」と意気込んでいる。
意地と意地がぶつかり合う 90 分、勝利を掴み
取るのはどちらだろうか。今季 4 得点の筑波
大 FW 森海渡、天皇杯 1 回戦で 2 得点を挙げ
た流経大 FW 齊藤聖七ら、1 年生の活躍にも
注目だ。
出場停止：なし
警告 3 回：なし
前年度対戦成績：前期／筑波大 5-0 流経大
後期／筑波大 2-2 流経大

第 7 節 試合日程
5/29
11/7
『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！

早稲田大学 vs 東洋大学

5/29
(水)

(水)

NACK5 スタジアム大宮 18:00Kickoff

(水)

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 18:00Kickoff

(水)

順天堂大学 vs 中央大学

5/29

5/29
5/29
(水)

法政大学 vs 立正大学

浦安市運動公園陸上競技場 18:00Kickoff

筑波大学 vs 流通経済大学
柏の葉公園総合競技場 18:00Kickoff

5/29
(水)

駒澤大学 vs 明治大学
埼玉スタジアム 2002 第 2 グラウンド 18:00Kickoff

専修大学 vs 桐蔭横浜大学
三ツ沢公園陸上競技場 18:00Kickoff

第 8 節 試合日程
6/1
11/7
(土)

6/1
(土)

6/1
(土)

早稲田大学 vs 流通経済大学

6/2

AGF フィールド 13:00Kickoff

(日)

筑波大学 vs 法政大学

6/2

武蔵野陸上競技場 13:00Kickoff

東洋大学 vs 立正大学
朝霞中央公園陸上競技場 13:00Kickoff

(日)

6/2
(日)

駒澤大学 vs 中央大学
日立市民運動公園陸上競技場 13:00Kickoff

明治大学 vs 専修大学
味の素フィールド西が丘 13:00Kickoff

順天堂大学 vs 桐蔭横浜大学
岩名運動公園陸上競技場 13:00Kickoff

