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平成 19 年度第 6 回富士
ワイズメンズカップ
高校女子
サッカー
大会

初出場初優勝
決勝２－0 で本庄第一を破る

8 月 5 日から静岡県富士市で全国か
ら 48 チームが集まり行われた第 6 回
富士ワイズメンズカップ高校女子大会
（富士ワイズメンズクラブ・（財）静岡県
サッカー協会主催）に初参加した大阪
桐蔭高校女子サッカー部は見事優勝
を飾った。
◇1 次ラウンド第
ラウンド第１～4 戦(8 月 6 日､旭化成グ
旭化成グ
ラウンド)
ラウンド)25 分 1 本
大阪桐蔭高校 1-0 藤枝西（
藤枝西（静岡）
静岡）
【得点者】宮口
【得失点】23 分宮口（アシスト坂口）
大阪桐蔭高校 4-0 太田女子（
太田女子（群馬県）
群馬県）
【得点者】佐藤、新町、村川 2
【得失点】2 分佐藤、3 分新町、5 分村川、12
分村川
大阪桐蔭高校 0-0 松山女子（
松山女子（埼玉県
埼玉県）
大阪桐蔭高校 1-0 村田女子（
村田女子（東京都）
東京都）
【得点者】新町
【得失点】22 分新町
大阪桐蔭高校 4-0 東海大翔洋
東海大翔洋（
翔洋（静岡県
静岡県）
【得点者】柴田 3、新町
【得失点】12 分柴田、23 分柴田、24 分新町、
25 分柴田
◇順位トーナメント
順位トーナメント 1 回戦(8 月 7 日､富士緑
地グラウンド)
グラウンド)50 分ゲーム
大阪桐蔭高校 2-0 桐陽（
桐陽（静岡県
静岡県）
【得点者】新町、村川
【得失点】16 分柴田、16 分村川
◇順位トーナメント
順位トーナメント準決勝
トーナメント準決勝(
準決勝(8 月 7 日､富士緑
地グラウンド)
グラウンド)50 分ゲーム
大阪桐蔭高校
大阪桐蔭高校 1-1PK4
PK4-3 福井（
福井（福井県
福井県）
【得点者】田中姿
【得失点】10 分失点、35 分田中姿
◇決勝戦
決勝戦(8 月 8 日､富士総合運動公園
富士総合運動公園グラ
総合運動公園グラ
ウンド)
ウンド)50 分ゲーム
大阪桐蔭高校 2-0 本庄第一（
本庄第一（埼玉県
埼玉県）
【得点者】オウンゴール、齋藤
【得失点】１分オウンゴール、15 分齋藤

全国高校選手権のあと強豪チーム
が富士市に集まって行われる大会。全
国から 48 チームが参加した。ワイズメ
ンズクラブは世界 68 カ国で活動する
国際奉仕団体でボランティアリーダー

の育成や野外キャンプ支援などを行っ
ている。富士市と協力しこの大会をサ
ポートしている。
1 次リーグは 6 チームの 8 グループ
によるリーグ戦を行い（25 分 1 本の変
則マッチ）同順位による順位トーナメン
トを行った。大阪桐蔭高校は 1 次リー
グで 4 勝 1 分で１位通過し、決勝トーナ
メントに進出した。準々決勝では全国
大会でも対戦した桐陽高校とあたった。
桐陽高校は全国大会メンバーから何
人かは３年生が抜けていたが戦力は
それほど変わらない。試合も接戦とな
った。前半 16 分山田のクロスを新町が
うまく頭であわせ先制すると優位に試
合を進め後半追加点を上げ突き放し
た。続く準決勝では福井高校が相手。
西日本高校女子サッカー大会でも 2
度対戦しいずれも引き分けである。今
回も接戦となった。前半 10 分に左サイ
ドから突破され失点した。しかし後半
10 分に田中姿の得点で追いついた。
後半は大阪桐蔭のペースだった。結
局決着がつかず PK 戦となり 4-3 で決
勝進出を決めた。
決勝は美しいピッチの富士市総合運
動公園で全チームが観戦する中行わ
れた。本庄第一は埼玉の伝統校。第 2
回全国高校選手権で優勝経験がある。
大阪桐蔭はキックオフから左サイドを
攻撃、これが見事に決まり１分で先制
した。中盤の守備ラインのバランスがよ
く相手の攻撃をしっかり押さえた。全チ
ームがそろった中の表彰式では大きな
優勝旗をいただき注目の的となった。
参加チームのほとんどは新チームに
切り替えてコンビネーションはまだまだ
の様子でこの優勝が全国での今の位
置付けではない。しかし暑い中一生懸
命戦いサッカーの質も高まっている。

第 11 回全日本女子ユース（U-18）選
手権大会大阪予選大会は 8 月 11 日か
ら柴島高校グラウンドで開幕した。大
阪桐蔭高校は 1 回戦で豊津女子 FC
を 6-1 で破ったが、続く 12 日に行われ
た準決勝では FC ヴィトーリアに 1-2 で
敗れ敗退した。大阪桐蔭高校にとって
は 2 つ目の全国大会出場を目指した
が全日本女子選手権大阪予選に続い
て同じ相手に敗れた。関西大会には
優勝チーム 1 チームが出場。
◇１回戦(8 月 11 日､柴島高校
柴島高校グラウンド
高校グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 6-1 豊津女子 FC
【得点者】坂口 2、柴田２、佐藤、村川
【得失点】11 分、26 分坂口、34 分柴田、49
分佐藤、59 分柴田、60 分失点、61 分村川
◇準決勝(
準決勝(8 月 12 日､大商学園グラウンド
大商学園グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 1-2FC ヴィトーリア
【得点者】柴田
【得失点】12 分、34 分失点､42 分柴田

第 13 回大阪女子委員会杯大会兼第
29 回全日本女子選手権大会大阪予
選 3 位決定戦で大阪桐蔭高校は大商
学園に延長戦の末勝った。関西第 3
代表として 10 月に行われる関西大会
に出場する。
◇１回戦(7 月 16 日､万博グラウンド
万博グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 2-0 大阪国際大学
【得点者】柴田、坂口
【得失点】4 分柴田、6 分坂口
◇2 回戦(７月 21 日,大阪体育大学グラウンド
大阪体育大学グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 8-0 東住吉総合高校
東住吉総合高校
【得点者】佐藤 2、齋藤 2、オウンゴール、古
木、浅井
【得失点】14 分佐藤、31 分齋藤、34 分佐藤、
48 分齋藤、62 分オウンゴール、65 分古木、
69 分浅井
◇ 準決勝(
準決勝( ７ 月 ２１日
２１日, 大阪体育大学グラウン
大阪体育大学グラウン
ド)
大阪桐蔭高校 0-2 ヴィトーリア
【得失点】11 分、43 分失点
◇3 位決定戦(
位決定戦(8 月 22 日､万博グラウンド
万博グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 2-1（延長）
延長）大商学園高校
大商学園高校
【得点者】村川、柴田
【得失点】20 分失点、41 分村川、73 分柴田
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