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2011－2012 シーズンチームスローガン：上位を破って勝ち上がる

～全日本高校選手権関西予選～

選手起用が功を奏し逆転に成功した。

2 年連続 3 回目の全国大会出場
あこ がれ の 磐 田 に いざ 出 陣

平成 23 年度第 20 回関西高等学校女子サッカー選手権大会兼全日本高等学
校女子選手権大会関西予選は 6 月 11、18、19 日に J－GREEN 堺ほかで行われ
大阪桐蔭高校は 3 位決定戦で京都精華女子高校を破り昨年に続き 2 年連続 3
回目の全国大会出場を決めた。
1 回戦で神島（和歌山）を 30-0 で破り、準決勝で全国高校チャンピオンの日ノ
本学園（兵庫）と対戦した。昨年は 1-1PK で勝利したがこの日は後半失った 1 点
を奪い返すことができず惜敗した。翌日行われた 3 位決定戦では中盤を制した
大阪桐蔭が京都精華に優位に試合をすすめ、濱本と吉田の得点で勝利した。全
国大会は 7 月 23 日から静岡県磐田市で開催される。

第 33 回全日本女子選手権大会の大
阪予選が 7 月 9 日から開幕する。なでし
こリーグ所属のチームを含め女子日本
一を決める伝統ある大会で、一昨年度
は三重県で行われた全国大会に出場
した。大学のレベルが上がっておりどの
チームも侮れない。1 回戦の FC ヴィト
ーリアは中学生と高校生が所属する強
豪チーム。1 回戦から気を引き締めない
といけない。
第１７回大阪女子サッカー選手権大会

◇1 回戦(6 月 11 日、播磨光都)35 分ハーフ
（カッコは前半のスコア-）
大阪桐蔭高校 30-0（14-0）神島高校（和歌
山）
【得失点】 5、8、14 分濱本、15 分金井、18
分泊、19 分草野、20、23、23 分濱本、24 分藤
井、30、32 分松川、34 分泊、35 分岸川、36 分
松川、41 分濱本、42 分、46 分池田、47 分濱
本、52 分松川、56 分、61 分濱本、62 分松川、
63 分萩原、67 分松川、69 分八雲、69 分濱本、
70＋1 分濱本、70＋2、70＋2 分池田
◇準決勝(6 月 17 日、J-GREEN 堺グラウン
ド)35 分ハーフ
大阪桐蔭高校 0-1(0-0)日ノ本学園（兵庫）
【得失点】51 分失点

る大阪桐蔭が攻撃するようになった。25
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上位３チームが、第３３回全日本女子サッカー選手権大会 関西大会に出場
分ゴールキーパーから右サイドにつな
ぎ相手を引きつけながら左にサイドチェ
ンジが成功。左サイド金井の仕掛けと
大阪体育大学
濱本の中央へのカットイン、外からあが
ったサイドバック八雲のコンビネーショ
大商学園高等学校
ンが見事に決まる。金井を追い越した
八雲はピンポイントで中央の濱本に絶
好のボールを入れ、濱本は今年 1 番の
星翔高等学校
美しいヘディングシュートを決めた。GK
からパスが 11 本つながりしっかりビルド
ＦＣヴィトーリア
アップができたすばらしいパスワークだ
った。後半 9 分、右サイドを突破した吉
昨年この大会準決勝で大阪桐蔭に
田が試合を決定づける追加点を決め、
大阪桐蔭高等学校
敗れた日ノ本はリベンジに燃えていた。
応援団のもとに駆け込んで共にゴール
試合開始から激しいプレスにあい、うま
を喜んだ。
くボールを動かすことができずお互いシ
日ノ本戦で勝利を収めることができず、 大阪教育大学
ュート数の少ない緊迫した接戦となった。 １位通過の可能性がなくなり悔しい思い
前半は日ノ本に対してリスクを負わなか
をしたが３位枠にかけて気持ちをきりか
大阪国際大学
った。後半はもう少しパスをつなぐことを
えたことと、みろくの合宿で日ノ本戦を
要求し、うまく実践できる場面もみられ
応援できなかった１年生もこの日合流し、
た。しかし、リズムがよくなりかけた後半
チーム一丸となれたことが全国大会出
16 分右サイドからのロングパスに反応し
場決定のかぎになった。
第 15 回全日本女子ユース U-18 選
た日ノ本の FW 正野の突破により失点。
手権大会の大阪予選の組み合わせは
関西 Liga Student
その後、ディフェンスを 2 人にするなど
下記の通り。昨年に続き全国大会出場
大阪桐蔭は１点を奪いに果敢に戦った
をめざす
◇第 5 節(6 月 26 日、日ノ本学園)40 分ハーフ
が日ノ本の壁は厚くゴールネットを揺ら
大阪桐蔭高校 2-1(0-1)京都精華女子高校
第１５回全日本女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会 大阪予選
すことはできなかった。
【得失点】10 失点、45 分鬼崎、64 分関本
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◇3 位決定戦(6 月 19 日、姫路獨協大学グ
ラウンド)35 分ハーフ
大阪桐蔭高校 2-0(1-0)京都精華女子高校
【得失点】25 分濱本、44 分吉田

この試合は全国の切符をかけた厳し
い戦いとなった。前半開始は緊張もあり
なかなか良いリズムをつくり出せずにい
たが、徐々にサイドバックの攻撃を試み

これまで親和女子大学に勝利、愛媛
短期大学に分け、日ノ本学園、武庫川
女子大に敗れ１勝 1 分 2 敗の成績。こ
の試合で五分の戦績に戻したい。とこ
ろが開始から動きが鈍く全く攻撃ができ
ず先制点を許してしまう。攻撃陣を中心
に後半 5 人を交代し攻めに出た。この
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上位 2 チームが関西大会に出場
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