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グリーンは第 1 戦の豊津青に対して
試合開始 17 分坂口のシュートで 1 点
を先制し、そのまま守りきり初戦を白
星で飾った。エンジも第 1 戦の星翔戦
で開始 20 秒に柴田が先制すると勢い
に乗りその後も得点を稼ぎ 4-0 と快勝
した。さらに 2 回戦大阪市 L に対して
も柴田の 1 点を守りきりＢブロック 1 位
となった。グリーンはヴィトーリアに 3
失点しＣブロック 2 位となった。
リーグ(12
◇予選 2 次リーグ
(12 月 21 日、大商学園高
等学校)
等学校)すべて 35 分 1 本
・桐蔭グリーンタイガース
桐蔭グリーンタイガース
2-0 桐蔭エンジファイターズ
桐蔭エンジファイターズ 【得失点】
得失点】1 分
佐藤え
佐藤え、13 分辻本
6-0 豊津赤レンジャー
豊津赤レンジャー 【得失点】
得失点】3 分坂口、
分坂口、
7 分丸木、
分丸木、15 分佐藤り
分佐藤り、22 分オウンゴール、
オウンゴール、
30 分村川、
分村川、35 分坂口
・桐蔭エンジファイターズ
桐蔭エンジファイターズ
4-0 豊津赤レンジャー
豊津赤レンジャー 【得失点】
得失点】3 分田中
ゆ、18 分田中し
分田中し、22 分酒井、
分酒井、35 分齋藤
0-2 桐蔭グリーンタイガース
桐蔭グリーンタイガース 【得失点】
得失点】1 分、
13 分失点

ー場)すべて 35 分 1 本

桐蔭フェスティバル
本館グラウンドと男子サッカー部生
駒グラウンド（ともにロングパイル人工
芝）で関西、東海地域から 9 チームを
招き 12 月 27 日から 3 日間第 1 回大
阪桐蔭女子サッカー招待大会
（U-15）を開催した。「自分たちも楽し
み、他のチームの方にも楽しんでもら
えるような大会」をスローガンに、３学
年全員で協力し大会を運営した。
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グリーンは決勝リーグで優勝を、エ
ンジは 4 位を目指し戦った。グリーン
は、苦戦の末強豪チーム大商学園、
ヴィトーリアに 2-1 で勝利し優勝した。
エンジも苦しい戦いの中、1 点を守りき
り 2 勝し 4 位になった。
今大会では監督、コーチに頼らな
いで選手が運営を行った。チームの
なかで監督、コーチ、スカウト、マネー
ジャー、渉外、フィジカルコーチ、用
具、医療などの係を決めてチーム運
営を学びながら大会に勝つために努
力した。
■天野監督のコメント
グリーンは１位リーグでも力を発揮
して優勝できた。去年は、２チームとも
優勝にからめなかったので成長したと
思う。両チームとも自分たちでチーム
運営を行い、チームが勝つため協力
することを学んでくれたと思う。３年生
は去年の経験をチームに生かしてく
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大阪桐蔭の両チームは予選２次リ
ーグで同じグループに入ったため昨
年に続きダービー戦が実現した。今
年もプレッシャーが厳しい試合になっ
たが、グリーンが佐藤（えり）と辻本の
シュートで勝利した。
決勝リーグ
リーグ(12
万博・・大阪
大阪サッカ
◇決勝
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(12 月 23 日、万博
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れた。またエンジも最終戦は２試合と
も勝ててよかった。

大会後に両チーム仲良く記念撮影

結果
１位
２位
３位
４位

A ブロック
豊田 L A
ヴィスポ
大阪市 L

B ブロック
ロイヒテン
高田 FC

ヴィトーリア B

豊田 LB

ヴィトーリア A

優勝
豊田Ｌ A（愛知県）
準優勝 ヴィスポさやま（大阪府）
３位
ロイヒテン（滋賀県）
今大会では自分たちで運営をする
ということで、主審や副審など試合に
関わることを監督やコーチに助けられ
ながら行った。又、保護者の方や参加
チームの方の支えがあり良い大会に
なったと感じた。
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桐蔭フェスティバルの開催中、全員
で本館グラウンド周囲を大掃除した。
グラウンドが綺麗になったことで、気持
ちも入れ替わり、また今年から１人１人
が新たな目標を持ち、サッカーに気
持ちよく取り組むことができるだろう。
平成２０年度
大阪高校新人大会組み合わせ
２月８日準決勝 13 時 30 分キックオフ金剛高
校グラウンドで 1 回戦の星翔対合同 B の勝
者と対戦。決勝は 22 日長居第 2 で 10 時 30
分キックオフ。1 回戦のもう 1 試合は合同 A
対東住吉総合でこの勝者と大商学園準決
勝で対戦する。合同 A は柴島、茨木西、千
里青雲、堺女子、合同 B は箕面自由、成蹊
女子、松原、鶴見商業の合同チーム。

