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得点ランキング
7 点 佐藤亮(明治大学)
7 点 人見拓哉(立正大学)
4 点 森海渡(筑波大学)
4 点 イサカゼイン(桐蔭横浜大学)

以下 3 得点 5 名

アシストランキング
3 アシスト
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
2 アシスト

下村司(桐蔭横浜大学)
大久保智明(中央大学)
渡邊陽(筑波大学)
人見拓哉(立正大学)
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)
以下 1 アシスト 41 名

前節(第 7 節)の結果
早稲田大学 3－1 東洋大学
筑波大学 1－0 流通経済大学
法政大学 1－1 立正大学
駒澤大学 0－4 明治大学
順天堂大学 1－0 中央大学
専修大学 0－4 桐蔭横浜大学

以下 1 アシスト 26 名

PICK UP MATCH

東洋大学

対

立正大学

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 8 節を迎える。
今節を終えると、前期日程は 8 月まで中断
期間に突入。翌週から始まる『「アミノバ
イタル®」カップ 2019 第 8 回関東大学サッ
カートーナメント大会≪兼総理大臣杯全日
本大学サッカートーナメント関東予選≫』
に向けて、各チームとも弾みをつけたいと
ころだろう。
開幕から約 2 か月、思うような戦いを見
せることができていないのが東洋大学だ。
昨季は史上初のインカレ出場を果たしたも
のの、今季は 1 勝 6 敗で 11 位に低迷。前節
は早稲田大学に 1-3 と逆転負けを喫して今
季初白星を許した。古川毅監督は「順位が
近いチームとの一戦、勝ちたかった」と第
一声。2 部リーグ降格圏内に転落して迎え
る今節へ「現状を受け止めて、チャレンジ
ャーとして次につながる戦いをしたい」と
決意を語っている。7 試合で 5 得点は今季
リーグワーストタイの数字だけに、FW 小林
拓夢（4 年）らの奮起に期待したいところ。
古川監督は「全員がハードワークをして、
強固なブロックを作ってくる相手に対し
て、いかにゴールをこじ開けられるか」と
展望していた。

対するは、1 部リーグ初参戦ながら 3 位に
つける立正大学だ。開幕戦で王者・早大を破
ると、7 試合でわずか 1 敗と安定した戦いを
披露。今リーグ最多の 17 得点を挙げ、攻撃サ
ッカーで快進撃を続けている。前節は法政大
学と 1-1。75 分に追い付かれて勝利を逃し、
杉田守監督は「そんなに甘くなかった」と言
いつつも「貴重な勝点 1」と、インカレ王者と
渡り合った一戦を振り返った。そして中 2 日
で迎える今節に向けて「いかに疲労を取り除
けるか」とコンディション調整の重要性を強
調。対戦する東洋大については「攻守にコレ
クティブで、特に守備においてはコンパクト
で崩し難い印象」と語っていた。11 位に沈ん
でいるとはいえ、7 試合で 10 失点とまずまず
の数字を残している相手守備陣を、自慢の攻
撃陣が攻略できるか。得点ランク首位タイの
FW 人見拓哉（4 年）に注目だ。
対照的なシーズン前半戦を過ごしている両
雄だが、中断前最後の一戦を勝利で飾るのは
どちらか。激闘必至の 90 分から目が離せな
い。
出場停止：なし
警告 3 回：なし
前年度対戦成績：なし

第 8 節 試合日程
6/1
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！

(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

(日)

東洋大学 vs 立正大学

6/2

朝霞中央公園陸上競技場 13:00Kickoff

(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

第 9 節 試合日程
8/3
11/7

駒澤大学 vs 流通経済大学

8/4
(日)

(土)

江戸川区陸上競技場 18:00Kickoff

8/4
3
(日)

筑波大学第一サッカー場 18:00Kickoff

(日)

明治大学 vs 立正大学

8/4

8/4
(日)

筑波大学 vs 専修大学

立正大学熊谷キャンパスサッカー場 18:00Kickoff

8/4
(日)

早稲田大学 vs 順天堂大学
浦安市運動公園陸上競技場 18:00Kickoff

法政大学 vs 東洋大学
法政大学城山サッカー場 18:00Kickoff

桐蔭横浜大学 vs 中央大学
桐蔭学園多目的グラウンド 18:00Kickoff

