JR 東日本カップ 2019 第 93 回関東大学サッカーリーグ戦

PICK UP MATCH
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協力:内藤悠史

――――――
得点ランキング
11 点
10 点
8点
8点

節)の結果
佐藤亮(明治大学)
人見拓哉(立正大学)
森海渡(筑波大学)
氣田亮真(専修大学)

発行:(一財)関東大学サッカー連盟

アシストランキング
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

節)の結果
武田夏輝(立正大学)
旗手怜央(順天堂大学)
小柏剛(明治大学)
人見拓哉(立正大学)
大久保智明(中央大学)

前節(第 15 節)の結果
節)の結果
順天堂大学
2－2 早稲田大学
明治大学 3－1 立正大学
桐蔭横浜大学 2－0 流通経済大学
筑波大学 2－3 東洋大学
法政大学 1－0 中央大学

以下 7 点 3 名

以下 3 アシスト 6 名

駒澤大学 1－2 専修大学

法政大学 対 専修大学

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』は後期の 5 試合目、第 16
節を迎える。シーズンは残り 7 試合、いよい
よ終盤戦に突入する。
首位の明治大学が独走している今季だが、2
位以下の上位争いは大混戦だ。前節、貴重な勝
利を挙げて 4 位に浮上したのが法政大学。中
央大学との一戦は拮抗した展開となったが、
0-0 で迎えた 76 分にコーナーキックから均衡
を破り、1-0 で逃げ切った。長山一也監督は「納
得できる内容ではなかった」と言いつつ、
「し
っかりと勝ち切ったことは評価できる」と頷
く。公式記録ではシュート数わずか 2 と苦し
い 90 分だったが、だからこそ勝点を掴み取っ
た意味は大きいだろう。後期に入って 4 試合
負けなし、現在 2 連勝中と上昇気流に乗って
いるだけに、今節も白星を掴みたいところだ。
長山監督は「先手を取って、自分たちのゲーム
にもっていきたい」と先制点の重要性を強調。
前節同様、セットプレーにも活路を見出した
い。
対するは、現在 8 位の専修大学だ。前節は
駒澤大学に 2-1 と勝利。MF 氣田亮真（4 年）

のコーナーキックから 2 得点を挙げて逆転し、
終盤には GK 中村将（4 年）が起死回生の PK
ストップを見せた。高崎康嗣監督は「よく戦っ
て、よく走ったことが結果につながった」と選
手たちを称えている。今季は開幕 8 試合で 1
勝と苦しんだものの、第 9 節以降の 7 試合で
5 勝とハイペースで勝点を獲得。後期 4 試合
は 2 勝 2 敗だが、今節で連勝を果たしたいと
ころだ。高崎監督は氣田や FW 岸晃司（4 年）
ら攻撃陣の名前を挙げ、
「点を取ってほしい」
と期待を寄せる。15 試合で 13 失点とリーグ
2 位の守備力を誇る法大を、持ち前の攻撃サッ
カーで打ち破ることができるだろうか。
前節はともにセットプレーで勝利を引き寄
せているだけに、コーナーキックやフリーキ
ックの攻防もキーポイントとなる。
勝てば 2 位
浮上の可能性もある法大と、8 位とはいえイン
カレ出場圏内（6 位）まで 5 ポイント差の位置
につけている専大の激突だ。勝負のシーズン
終盤に向け、分水嶺となり得る 90 分。熱戦に
期待したい。
前期の対戦：法政大学 3-4 専修大学

法政大学 VS 専修大学
1 山岸
あ
24 宮部 2 森岡

法大

4 蓑田 3 高木
ジ

7 末木 6 大西
め
8 紺野 13 長谷川 11 橋本
いI
9 松澤
9岸

『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！

23 中村

田中和樹（法大・FW・2 年）
前節での課題を改善して、連勝できるように頑張ります。
鹿沼直生（専大・MF・4 年）
チーム一丸となって必ず連勝し、これから先の試合につな

10 氣田
13 鈴木
18 釼持 5 鹿沼 7 岡本 8 河上
2 古屋 4 西村 25 遠藤
専大

10 月 14 日(月・祝) 14:00
法大 G

げていきたいと思います。
出場停止：なし
警告 3 回：なし

I

布陣は前節のメンバーを参考にした予想です。
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NEXT MATCH
東洋大学 vs 流通経済大学
前橋総合運動公園サッカー場 11:30kickoff

桐蔭横浜大学 vs 駒澤大学

10/19
(土)

10/20

三ツ沢公園陸上競技場 11:30kickoff

(日)

筑波大学 vs 中央大学

10/20

前橋総合運動公園サッカー場 11:30kickoff

(日)

順天堂大学 vs 法政大学
前橋総合運動公園サッカー場 14:00kickoff

明治大学 vs 専修大学
三ツ沢公園陸上競技場 14:00kickoff

立正大学 vs 早稲田大学
前橋総合運動公園サッカー場 14:00kickoff

