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平成２８年大阪高校春季サッカー大会〈女子の部〉
大阪桐蔭 0-1(0-1)大商学園
【失点】13 分常田麻友

インターハイ予選、大阪突破出来ず
またも学芸と激突し敗れる
平成 28 年度大阪高校春季サッカ―大会〈女子の部〉が 5 月 1 日から行われ、
大阪桐蔭は 2 回戦からの出場となった。2
回戦からの出場となった。2 回戦の星翔
回戦の星翔戦
星翔戦を３－1
を３－1 で勝利した。
準々決勝では柴島を 8-0 で破り準決勝へと駒を進めたが、準決勝の相手
で破り準決勝へと駒を進めたが、準決勝の相手は今
、準決勝の相手は今
季２度目の対戦となる大阪学芸。前半は 0-0 で折り返すものの後半終了間際
で折り返すものの後半終了間際
に得点を許し
得点を許してしまい
を許してしまい 0-1 で痛い負けとなった。大阪学芸には今年の新人戦で
も敗れていて、次こそはという思いで
敗れていて、次こそはという思いで臨
はという思いで臨んだ大会だったが、リベンジ出来ず悔し
い敗戦となり決勝への切符を逃すのと同時に
い敗戦となり決勝への切符を逃すのと同時に、
決勝への切符を逃すのと同時に、自分たちの大きな目標の３つの
自分たちの大きな目標の３つの
うちの１つ、インターハイ出場という目標を失うことに
うちの１つ、インターハイ出場という目標を失うことになってしまった。

準決勝（（5 月 8 日、Ｊ
日、Ｊ--ＧＲＥＥＮ堺 Ｓ11
11））35
◇準決勝
分ハーフ。
分ハーフ
。( )は前半のスコア―

関西 Liga 開幕

大阪桐蔭 0-0（0-1）大阪学芸
【失点】65 分

準決勝の相手は新人戦の準決勝で
敗れた大阪学芸。前半は攻められ危な
い場面も何度かあったが、守り切る事
ができた。しかし、後半終了間際に一
瞬のすきを突かれ失点し接戦をものに
出来ず決勝への切符を逃すこととなっ
た。

関西Ｌiga Student2016 がスタートした。
大学生と高校生の強豪が集まり交流を
図る。昨年の成績は 9 位。今年はどこま
で順位を上げられるか。
◇予選リーグ第 1 節（4 月 10 日、高槻総合ス
ポーツセンター））40 分ハーフ
ポーツセンター

【関西Ｌiga
【関西Ｌiga 組み合わせ】
A グループ→大商、追手門高、姫路獨
協、武庫川女子、神戸弘陵、大阪桐蔭、
追手門大、大阪国際
Ｂグループ→日ノ本、学芸、大阪体育
大学、京都精華、星翔、甲賀健康医療
専門学校、聖泉大学

武庫川ＣＵＰ
5 月 3 日、4 日に武庫川ＣＵＰに参加し
た。武庫川ＣＵＰでは大学生との試合
が多かった。それでも大学生相手に 2
日間負けなしという結果で終わることが
できた。しかし、まだまだ勝ちきれてい
ない試合もある。勝っても納得いくよう
な試合にできていないこともあった。こ
れから公式戦が入ってくる中で今以上
に結果はもちろん、内容にもこだわって
やっていかないといけないということを
改めて感じた。

大阪桐蔭 4-0(1-0)大阪国際大学
【得点】杉山、中尾、川崎あ、小川

日、武庫川グランド)40
◇(5 月 3 日、武庫川グランド
)40 分ハーフ

回戦（（5 月 5 日、勝山高校グランド
日、勝山高校グランド））35 分
◇3 回戦
ハーフ

◇予選リーグ代 2 節(4 月 24 日、神戸弘陵グ
ランド))40 分ハーフ
ランド

大阪桐蔭 8-0(4-0)柴島高校
【得点】川崎あ、樋口、中尾、木成、山田、山
下ゆ、足立２

大阪桐蔭 2-3(1-1)神戸弘陵
【得点】中尾、オウンゴール
【失点】27 分、48 分、54 分

大阪桐蔭 1-1 大阪国際大学
【得点】山下ゆ
大阪桐蔭 1-0 神戸親和
【得点】湯ノ谷

３回戦の相手は柴島。前半からチャン
スが多くあった。柴島との試合は大量
得点で勝つことができたが、チャンスを
決めきれていない場面もたくさん見られ、
課題の残る試合になった。
◇２回戦（（5 月 1 日、星翔グランド
日、星翔グランド））35 分ハーフ
◇２回戦
大阪桐蔭 3-1(2-1)星翔
【得点】樋口、川崎あ、オウンゴール
【失点】23 分

全国大会に繋がる大阪大会が開幕し、
2 回戦では星翔と対戦した。難しい試
合となったが試合の入り方は良く、前半
3 分に攻撃的な流れからコーナーキッ
クを得て樋口のヘディングで先制した。
続く 16 分には流れるようなパスワークか
ら川崎あみが決めて追加点。23 分には
自分たちのミスから失点を許してしまう
が、後半コーナーキックを得て運よく相
手 の オ ウン ゴ ー ルを誘 い 突 き 放 して
3-1 で勝利した。

2 戦目の相手は神戸弘陵。前半の立
ち上がり先制することができたがチャン
スをものに出来ず同点に追いつかれた。
その後も 48 分、54 分と立て続けに失点
を重ねた。56 分オウンゴールで 1 点差
に追いついたが、今季リーガ初の敗戦
となり、課題の残る試合となった。
そしてこの日は益城ルネサンス熊本に
所属する 4 期生の岸川りなさんが帰省
しており、熊本の震災で経験したことを
語り、改めて今こうしていい環境でサッ
カーができることが当たり前ではないと
いうことを再確認できる 1 日になった。
日、姫路獨協グ
◇予選リーグ第 3 節(4 月 23 日、姫路獨協
グ
ランド))40 分ハーフ
ランド
大阪桐蔭 2-2(1-2)姫路獨協
【得点】中尾 2

◇予選リーグ第４節((５月１５日、武庫川大学
◇予選リーグ第４節
総合スタジアム))40 分ハーフ
総合スタジアム
大阪桐蔭 1-1(1-0)武庫川女子大学
【得点】大嶋 【失点】60 分

◇予選リーグ第５節((6 月 19 日、桐蔭生駒グラ
◇予選リーグ第５節

日、武庫川グランド)30
◇(5 月 4 日、武庫川グランド
)30 分ハーフ
大阪桐蔭 4-1(1-0)高知ガナド―ル
【得点】野村、高田、山下ゆ、北田
大阪桐蔭 2-0(1-0)至学館
【得点】森田、山下ゆ

教育実習
5 月 16 日から 6 月 4 日までの 3 週間
教育実習が行われ、女子サッカー部Ｏ
Ｇ 5 期生 濱本まりんさん、6 期生 棟
安葵生さんが実習に来られた。忙しい
授業の合間にクラブに参加していただ
きサッカ―でも、サッカ―以外の面でも
多くのことを学んだ。この 2 人から学ん
だことを生かして結果という形で残し、
感謝を伝えられるようにしていきたい。

校外学習
5 月 25 日に校外学習でＵＳＪに行っ
た。普段と違う雰囲気で改めて学ぶこと
がそれぞれあったと思う。それをサッカ
ーにも生かせるようにしていきたい。

