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2 年連続２度目の優勝
決勝で大商学園を延長の末破る

全国大会につながる平成 20 年度大
阪高校春季サッカー大会〈女子の部〉

１次リーグは２勝で終えたものの決
定的なチャンスを決められずよい内容
ではなかった。

決勝は 5 月 31 日東住吉総合高校で
行われ大阪桐蔭女子サッカー部は大
商学園を延長の末破り 2 年連続 2 度
目の優勝を飾った｡この結果 6 月 21
日から滋賀県ビックレイクで行われる
関西大会に準優勝の大商学園ととも
に出場する｡関西大会は 2 府 4 県の代
表 8 チーム（大阪と兵庫が 2 チーム参
加）で行われ上位 3 チームが７月に静
岡県磐田市で行われる全国大会に出
場できる｡
なお組み合わせ抽選会は 6 月 12
日に行われる。
◇決勝（
決勝（5 月 31 日、東住吉総合）
東住吉総合） ゲームス
ローガン「Ａ
前半の
ローガン
「Ａ ＢＡＴＴＬＥ」 （ ）は前半
の記録
大阪桐蔭高校１
大阪桐蔭高校１－0（0－0、延長 1－0）大商
学園 （35 分ハーフ、
ハーフ、延長 10 分ハーフ）
ハーフ）
【得失点】88 分佐藤え

得点が決まらず苦しい展開となった｡
大商学園ディフェンスが予想以上に頑
張りをみせ得点できなかった｡お互い
チャンスをつくることができなかった｡そ
の均衡を破ったのはＰＫ戦直前となっ
た延長後半終了 2 分前。大商学園の
パスをインターセプトした佐藤絵里が
すかさず 30ｍのシュートを放ち見事決
まった｡劇的な勝利に 45 人の部員はも
ちろん多くの応援団から歓声が上がっ
た｡
リーグ第
◇1 次リーグ
第 1 戦（4 月 29 日、東住吉総
ゲームスローガン「ＢＩＧＩＮ」
合） ゲームスローガン
「ＢＩＧＩＮ」
大阪桐蔭高校 6－0（2－0）東住吉総合高校
【得失点】3 分佐藤え､17 分古木、20 分柴田､
28 分柴田､31 分村川､42 分佐藤り

リーグ第
◇1 次リーグ
第 2 戦（5 月 11 日、大阪桐蔭高
ゲームスローガン「ＲＥＭＡＫＥ」
校） ゲームスローガン
「ＲＥＭＡＫＥ」
大阪桐蔭高校 3－0（0－0）堺女子高校
【得失点】31 分齋藤､44 分柴田､60 分佐藤り

西日本大 会は 4 位
西日本の強豪チ－ムが集まり広島
で行われた第 20 回西日本高等学校
女子サッカー大会【（財）広島県サッカ
ー協会、中国新聞社主催】に５月３日
から５日の３日間に渡り参加し４位とな
った。この大会には宿泊行事としては
初めて３学年全員の 45 人が参加し、
チ－ムの和を広げるとともに試合では
内容にこだわることを目的とした。大会
での試合のほか練習試合を行い、け
が人を除く全員が参加した
予選リ－グは福岡県の成修、福井
高校の３チ－ムで行い大阪桐蔭は１位
で通過、準々決勝では再び対戦した
成修に先制点を許してしまったが、粘
り強いプレーが目立ち逆転勝利しベス
ト 4 にこまを進めた。準決勝では決定
力不足が露呈し地元広島文教に敗退｡
3 位決定戦でも作陽に終了間際で追
いついたものの PK 戦で敗れ 4 位とな
った｡
予選リーグ
◇予選
リーグ 60 分ゲーム
大阪桐蔭 3－0（1－0）誠修（
誠修（福岡県）
福岡県）
【得失点】30 分村川、41 分坂口、57 分坂口
大阪桐蔭 3－2（3－1）福井工業（
福井工業（福井県）
福井県）
【得失点】9 柴田、18 分失点、22 分村川，24
分六車、42 分失点

準決勝の相手は、地元の広島文教
だった。広島文教とは昨年も対戦し接
戦なので今回こそ勝利を目指して挑
んだ。しかしながら攻めていたものの
シュ－トが決まらず、前半の最後にフリ
－キックを決められ反撃できずに終わ
った。
◇3 位決定戦
大阪桐蔭 1－1（0－1）ＰＫ（4
）ＰＫ（4－5）作陽（
作陽（岡山
県）
【得失点】１6 分失点、47 分柴田

３位決定戦は作陽と戦った。この試
合も大阪桐蔭ペースで試合を進めて
いたが点が入らずわずかな隙を突か
れ先制点を決められた。その後もなか
なか点を返せずにいたが、後半 17 分
FW 柴田が豪快なシュ－トを決め同点
とした。そのまま終了し PK 戦となった
が敗れた。決勝ト－ナメントでは決定
力不足が目立った｡

5 月 1 日、大阪桐蔭女子サッカー部
はフラ（ダンス）を踊るというめずらしい
体験をする事が出来た。3 年生兼松の
お母様の紹介でフラ（ダンス）を指導し
ている菅原洲代先生に来て頂いた｡
手を横にしてゆらゆらするイメージ
のフラ（ダンス）は、とても奥の深いメッ
セージがこめられている｡このことを学
んだみんなは涙をながした者がいるく
らいの感動と勇気を頂いた。特に印象
的だったのは、『君は愛されるために
生まれた』という曲を聴いて、普段あま
り口に出さない事をフラで表現出来て
いてとても感動的だった。このような貴
重な体験が出来たのも多くの方のお
かげで、また一人大阪桐蔭高校女子
サッカー部に関わってくれた方が増え
てとても嬉しく、感謝したいです。

決勝トーナメント
◇決勝
トーナメント 1 回戦

「フラダンス」は正式には「フラ」と言う｡

大阪桐蔭 7－0（5－0）島原商業（
島原商業（長崎県）
長崎県）
【得失点】1 分佐藤え、10 分佐藤え、22 分六
車、27 分松井、28 分松井、31 分新町、34 分
浅井

【練習試合結果】

◇準々決勝
大阪桐蔭 2－1（1－1）誠修（
誠修（福岡県）
福岡県）
【得失点】4 分失点、12 分田中し、59 分坂口

◇準決勝
大阪桐蔭 0－1（0－1）広島文教（
広島文教（広島県）
広島県）
【得失点】30 分失点

▼5 月 11 日（日）大阪桐蔭高校グラウンド 6
－1 神戸ＦＣ（25 分 5 本）▼5 月 18 日(日)大
阪桐蔭高校グラウンド 9-2 日本航空高校（30
分 6 本）▼5 月 25 日大阪桐蔭高校グラウンド
4-5Ｌ２バニーズ京都（30 分 3 本）▼６月１日
大阪桐蔭高校グラウンド 5-５グリーンウェー
ブ中学生男子

