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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

～２位の岡山作陽高校を得失点差で抑え優勝～

なでしこハイスクールカップ２連覇
全 日 本 ユー ス に 向 け て 弾 みを つけ る

第２回なでしこハイスクールカップ in 堺 2011 は 12 月 26 日から 29 日まで堺市
立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（J-GREEN 堺）で全国から 16 チーム
が東と西のグループに分かれて対抗戦を行った。大阪桐蔭高校は 2 位の岡山
作陽高校を得失点差で上回り昨年に続き優勝、大会 2 連覇を果たした。
この大会は大商学園の竹内先生を中心に日ノ本学園、京都精華女子高校、
大阪桐蔭高校の関西 4 チームが協力し、全国強豪チームを招いて交流を深めて
いる。多くのチームは 2 年生以下の新チームで参加、今年初めて行われるインタ
ーハイに向けてチーム作りのスタートを切った。大阪桐蔭は全日本ユースに向
けて、弾みをつける大会となった。
◇公式戦結果(12 月 26 日-29 日、J-GREEN
堺)
大阪桐蔭高校 1-1 作陽高校（岡山）
大阪桐蔭高校 2-0 仙台育英（宮城）
大阪桐蔭高校 4-1 村田女子（東京）
大阪桐蔭高校 9-0 成立学園（東京）
大阪桐蔭高校 9-0 修徳高校（東京）
大阪桐蔭高校 7-1 聖和学園（宮城）
◇練習試合
大阪桐蔭高校 2-4 福井高校（福井）
大阪桐蔭高校 2-0 作陽高校
大阪桐蔭高校 0-0 村田女子
大阪桐蔭高校 2-1 福井高校
大阪桐蔭高校 6-0 京都精華高校
大阪桐蔭高校 0-0 京都精華高校

大阪桐蔭高校は 3 チームに分かれ
公式戦と練習試合に参加した。勝点 3、
引分１、負け 0 ですべての試合を合計
し 38 点を目標とした。どのチームも高い
モチベーションをもって試合に挑んだ。
結局 37 点となりあと 1 点足りなかったが
最終日練習試合の京都精華戦は勝て
ば目標を達成できるとあって、最後まで
手を抜かない好ゲームとなった。
大阪桐蔭高校は全日本ユースを控
えトップチームもさることながら、サブチ
ームでも強豪校相手に大量点を奪う活
躍を見せた。
順位決定リーグで大商学園に敗退

高校総体準優勝
平成 23 年度第 66 回大阪高校総体
〈女子の部〉順位決定リーグは 11 月 6
日から行われ、大阪桐蔭高校は決勝リ
ーグ第 1 戦で星翔高校に 2-1 で辛勝し
たものの、第 2 戦で大商学園に 3-1 で

敗れ準優勝となった。
◇第 1 戦（11 月 6 日、大阪産業大学生駒グラ
ウンド）35 分ハーフ（カッコは前半のスコア-）
大阪桐蔭高校 2-1（2-１）星翔高校
【得失点】10 分棟安、17 分泊、26 分失点
◇第 2 戦（11 月 20 日、J-GREEN 堺）
大阪桐蔭高校 1-3（１-１）大商学園高校
【得失点】15 分中西今日子、23 分、67 分失点

大阪桐蔭高校は１，２年生のチームで
挑んだ。一方大商学園は 3 年生が最後
の試合となった。前半先制点を奪って
流れに乗るものの、前半終了間際に与
えた FK から失点し同点に追いつかれ
た。後半は風下になり苦しい時間帯が
続きリズムを崩すことが多かった。後半
残り５分で自分たちのミスからボールを
失い大商学園エース 3 年桑原の素晴ら
しいシュートを決められ逆転。そして終
了間際にもゴール前の混戦から押し込
まれ、大商学園の底力を見せつけられ
た試合となった。

文化祭
１１月３日に中学校、高等学校の文化
祭が行われた。いつもはスポーツ活動
で忙しい女子サッカー部も、Ⅰ・Ⅱ類の
生徒同様に年に一度のイベントを楽し
んだ。3 年生は昨年同様焼きそばを担
当、オリジナル看板を制作したり、試食
品を作って味を確認したり、日ごろ部活
中心の生活の中でなかなか経験できな
いクラスの行事を、みんなやる気を出し
て真剣に取り組んだ。やきそばは人気
が高く瞬く間に完売した。
3 年連続で金賞を受賞した吹奏楽部

による演奏、ⅠⅡ類生による創作ダンス
やブラスバンド、作品の展示などあり楽
しい 1 日を過ごした。

さよならグラウンド
女子サッカー部が創部以来活動し
た本館グラウンドが体育館建設に伴
い設備変更される。約 1 年間は工事
で半分が使えなくなる。このため 12 月
31 日、卒業生を迎え 2011 年最後のト
レーニングとさよならグラウンドイベン
トを行った。 この日は前日までの雨模
様とは異なり、大変いい天候に恵まれ
たサッカー日和で、１期生から６期生が
そろってサッカーを楽しんだ。練習終了
後、いつも利用しているグラウンド、倉
庫や部室などの年末大掃除を行った。
一人ひとり日々の感謝の気持ちを持ち、
約２時間の間それぞれが自分の役割を
見つけ、納得のいくまで隅々をきれい
にした。

卒業式・謝恩会
1 月 21 日卒業式が行われた。女子サ
ッカー部員は 3 年間の短い高校生活に
別れを告げ、新しい道へと旅立った。卒
業式の後には教室で 1，2 年生主催に
よる送別会が楽しい雰囲気で行われ、
翌日は J-GREEN 堺で親子サッカー大
会と大阪市内のホテルで 3 年生保護者
による謝恩会が開かれた。謝恩会では
3 年生が思い出を劇にして披露、今だ
から言えるエピソードを笑いいっぱいで
表現した。最後には 3 年生 1 人づつに
思い出の染み込んだ自分のユニフォー
ム入りの額を監督、コーチから贈呈され
みんなとの別れを惜しんだ。

関西高校リーグ
平成 23 年第 20 回関西高校女子サッ
カーリーグが行われ、大阪桐蔭高校は
3 勝 1 分 1 敗の 3 位で終えた。
大阪桐蔭高校 1-1 京都精華女子高校
大阪桐蔭高校 6-2 星翔高校（大阪）
大阪桐蔭高校 17-0 八幡商業（滋賀）
大阪桐蔭高校 0-2 大商学園（大阪）
大阪桐蔭高校 4-1 日ノ本学園（兵庫）

