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 石川県ユース女子サッカーフェスティバルは、7 月 26 日から 28 日まで石川県和倉

温泉多目的グラウンドで行われ大阪桐蔭高校は優勝した。予選リーグは 5 チームの

総当たりで、初戦の文京学院を相手に 1-2 で敗れたが、山村学園に 2-0、松商学園

に 9-0、本庄第一に 2-1 で勝つことができ 1 位で通過した。決勝は昨年の大会決勝

で敗れた福井工大福井だったが、1-1 のままＰＫ戦までもつれ 7-6 で勝ち優勝するこ

とができた。 

 この大会はインターハイに出場できなかった高校が冬の選手権に向けて強化を目

的に開催された大会で、人工芝が 3 面並ぶ素晴らしい環境で行われた。優勝記念と

して石川米をいただいた。 

～冬の選手権に向けて強化試合～ 

石川ユース女子フェスティバル優勝 
和 倉 温 泉 で開 催  

関西Ｌｉｇａは 8 位で終える 

エスパルスカップ 

WOMAN’S SUPER LEAGUE 

 

イタリア人講習会 

◇決勝戦（7 月 28 日、和倉温泉多目的グラウ
ンド）30 分ハーフ（カッコは前半のスコア） 
大阪桐蔭 1－1（0－1）PK7－6 福井工大福井 

【得失点】 20 分失点、49 分永野 

昨年の大会で敗れた相手、福井工

大福井との一戦で白熱とした試合にな

った。大阪桐蔭は前半、うまく相手ゴー

ルまでボールを運べない時間が続いた。

すると、福井にボールをうまく回され失

点し、1 点リードされたまま前半を終える

ことになった。 

後半はメンバーを変え少し攻撃的と

なり、途中出場した永野が持田からの

コーナーキックで得点し 1－1 のままゲ

ームは終わり、ＰＫ戦にもつれ込んだ。 

ＰＫ戦はサドンデスまで続き、7－6 で

大阪桐蔭が優勝を飾った。 

 

 

 

第 4 回エスパルスカップ高校女子サ

ッカー大会（一般財団法人静岡県サッ

カー協会東部支部女子サッカー主催、

清水エスパルス協賛）は、8 月 6 日から

８月 9 日の 4 日間静岡市で行われ、大

阪桐蔭は 40 チーム中 14 位で終えた。

予選リーグ 3 勝 2 敗で決勝リーグへは

進めず 2位トーナメントにまわった。1回

戦は前橋育英と 2－5 で敗れた。下位

戦で追手門高校に 1－0 で勝利し、

13,14位決定戦で明成と戦い0－1で敗

れ 14 位となった。 
 

 

 

高校チームとクラブチームが交流し

て行われるＵ-18 WOMEN’S SUPER 

LEAGUE 2014 が 8 月 4 日から開幕し

た。藤枝順心、常葉橘、日テレ・メニー

ナ、浦和レッズ・ユース、ジェフ千葉、Ｖ

ＩＴＯＲＩＡ、大阪桐蔭、ＪＦＡアカデミー、

日ノ本学園が参加し 9 チームの総当た

りで行われる。 
◇第 1 戦（8 月 4 日、大阪産業大学生駒グラ
ウンド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 1－3（0－1）ＪＥＦ千葉 

【得失点】 34 分失点、28 分足立、72 分、78

分失点 

1 戦目となる大阪産業大学生駒グラ

ウンドで行われたＪＥＦ千葉戦は、レベ

ルの高いサッカーをしてくる相手に対し

て前半途中までゴールを許さなかった。

しかし、34 分クロスからヘディングで先

制点を許してしまう。後半、大阪桐蔭は

少ないチャンスの中から 66 分足立が得

点を上げ同点としたが、ゲーム終盤 72

分、78 分に立て続けに失点し勝つこと

はできなかった。 
◇第 2 戦（8 月 5 日、常葉橘高校グラウンド）
40 分ハーフ 
大阪桐蔭 4－2（0－2）常葉橘 

【得失点】 5 分、8 分失点、44 分田中ちひろ、

63 分呉屋、74 分、79 分持田 

◇第 3 戦（8 月 10 日、藤枝順心高校グラウン
ド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 0－4（0－1）藤枝順心 

【得失点】 32 分、43 分、64 分、72 分失点 

◇第 4 戦（8 月 11 日、藤枝順心高校グラウン
ド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 4－4（1－2）日テレ・メニーナ 

【得失点】12 分失点、13 分持田、17 分、43 分

失点、44 分持田、47 分失点、55 分黒田、80

分＋2 呉屋 

◇第 5 戦（8 月 12 日、藤枝順心高校グラウン
ド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 0－2（0－1）浦和レッズ 

【得失点】21 分、73 分失点 

  

 

 

 

 関西Ｌｉｇａ Student 2014 関西は 8 月

27 日播磨光都グラウンドで決勝ラウンド

が行われ大阪桐蔭高校は 7 位決定戦

で大商学園に 0-2 で敗れ 8 位となった。

予選リーグＢグループでは 1 勝 2 分 2

敗 4 位だった。 
◇予選リーグ第４戦（7 月 25 日、大阪産業大
学生駒グラウンド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 0－2（0－2）京都精華 

【得失点】20 分、22 分失点 

第 4 戦は京都精華と対戦した。インタ

ーハイ出場に届かなかった京都精華戦。

あの時のリベンジをと挑んだ試合だっ

たが、開始から攻め込みながらも得点

に至らなかった。前半 20 分、22 分と立

て続けに失点してしまった。前半そのま

ま折り返して後半。相手よりもシュートチ

ャンスはありながらも決めきれず、リベン

ジを果たせぬまま負けて終わった。次

の機会では、再チャレンジしたい。 
◇予選リーグ第 5 戦（8 月 13 日、大阪産業大
学生駒グラウンド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 4－2（1－0）神戸親和大学 

【得失点】4分呉屋、41分船越、46分、48分失

点、57 分永野、76 分山下 

◇決勝ラウンド（8 月 27 日、播磨光都グラウ
ンド）40 分ハーフ 
大阪桐蔭 0－2（0－0）大商学園 

【得失点】4 分、38 分失点 

 

親子バーベキュー大会 
 

 8月2日（土）保護者主催のＢＢＱ大会

が生駒山麓公園で行われた。天候はあ

まり良くなかったが、すべてのプログラ

ムを行うことができた。各学年からの出

し物はそれぞれの思いが詰まったもの

だった。保護者会からは、大阪桐蔭の

ユニホームに選手 1 人 1 人の名前をか

たどった千羽鶴を頂いた。これからも保

護者、大阪桐蔭関係者の方やファミリ

ーへの感謝の気持ちを忘れずチーム

一丸となって戦っていきたい。 

 

 

 

 8 月 14 日イタリア人講習会が行われ

た。今年はレオナルドコーチが訪れ、フ

ラミンゴと大阪桐蔭高校を指導した。 


