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保護者主催 BBQ 

日中韓大会 4 人が参加 

◇◇◇◇3333 位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦（（（（8888 月月月月 21212121 日、日、日、日、JJJJ----GREENGREENGREENGREEN 堺堺堺堺））））40404040 分分分分

ハーフハーフハーフハーフ。。。。((((    ))))は前半のスコア―は前半のスコア―は前半のスコア―は前半のスコア―    

大阪桐蔭 2-0（2-0）追手門高校 

【得点】8 分京井、28 分鈴木 

◇◇◇◇準決勝準決勝準決勝準決勝（（（（8888 月月月月 11111111 日、日、日、日、大体大グランド大体大グランド大体大グランド大体大グランド））））40404040 分ハ分ハ分ハ分ハ

ーフーフーフーフ。。。。    

大阪桐蔭 0-4（0-2）大商学園 

【得失点】8 分大商学園前川、16 分大商学園

清水、54 分大商学園阪本、81 分大商学園久

保田 

 準決勝の相手は、新チームになって

公式戦初めてとなる大商学園。立ちあ

がりに失点してしまい、立て続けに追加

点を与えてしまった。実力の差を突きつ

けられた試合となった。 

◇◇◇◇準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝（（（（7777 月月月月１０日、関西大学千里山グラ１０日、関西大学千里山グラ１０日、関西大学千里山グラ１０日、関西大学千里山グラ

ンドンドンドンド））））35353535 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 0-0(0-0)PK4-1 大阪学芸 

 準々決勝の相手は新人戦、インター

ハイ予選で敗れている大阪学芸。お互

いにチャンスがあったものの、決めきる

ことができず無得点のまま PK 戦にもつ

れた。大阪桐蔭は４人が落ち着いて決

め、キーパー芝キャプテンのナイスセ

ーブもあり、4-1 で勝利した。 

◇１◇１◇１◇１回戦回戦回戦回戦（（（（６６６６月月月月２６日、南津守グランド２６日、南津守グランド２６日、南津守グランド２６日、南津守グランド））））35353535 分ハ分ハ分ハ分ハ

ーフーフーフーフ    

大阪桐蔭 2-1（0-0）セレッソ大阪堺ガールズ 

【得点】45 分大嶋、57 川﨑亜美 

【失点】41 分 

 初戦の相手は、セレッソ大阪堺ガー

ルズ。中学生主体の相手だったが自分

たちのプレーができず、先制されてしま

った。その後大嶋が決め、同点に追い

つくと、大嶋のおとしを川﨑亜美が決め

逆転勝利した。 

 先制された後に追いつき、逆転でき

たという精神面の強さは出たものの、先

制されるという点や、内容においても、

課題の残る結果となった。 

 

 

 

関西Ｌiga Student2016 が 8 月 23 日

閉幕した。結果は昨年と同じ９位。成績

こそ変わらなかったが、チームの現状

や、何ができるかなど知ることができた

良い機会だったと思う。来年は、もっと

良い順位にいきたい。 

◇予選リーグ第◇予選リーグ第◇予選リーグ第◇予選リーグ第 7777 節節節節((((７７７７月月月月２２日、大阪万博グラ２２日、大阪万博グラ２２日、大阪万博グラ２２日、大阪万博グラ

ンドンドンドンド))))40404040 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-1(2-1)追手門高校 

【得点】13 分川﨑亜美、34 分中尾 

【失点】１分 

 予選リーグ最終節の相手は、追手門

高校。勝つことができたのはよかったが、

相手は主力選手が何人か抜けていたと

いうのを考えると、もっと有利に試合運

びができ、結果も違ったのではないかと

思う。選手権予選に向けて、少し不安

の残る結果になった。 

◇◇◇◇予選リーグ第予選リーグ第予選リーグ第予選リーグ第 6666 節節節節（（（（7777 月月月月 17171717 日、追手門大学日、追手門大学日、追手門大学日、追手門大学

グランドグランドグランドグランド））））40404040 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-2(1-1)追手門大学 

【得点】15 分大嶋、77 分田中未夢 

【失点】16 分、80 分 

 第 6 節の相手は、追手門大学。大阪

桐蔭は日中韓メンバーを欠いて迎えた。

大嶋のシュートで先制点をあげるも１分

後すぐに失点し、同点に引き戻された。

後半、交代で入った田中未夢がラスト 5

分で決め 2-1 とリードをした。しかし、ロ

スタイムに失点し後味の悪い試合とな

った。 

◇予選リーグ第５節◇予選リーグ第５節◇予選リーグ第５節◇予選リーグ第５節((((6666 月月月月 19191919 日、大阪産業大日、大阪産業大日、大阪産業大日、大阪産業大

学学学学生駒グランド生駒グランド生駒グランド生駒グランド))))40404040 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 0-1(0-1)大商学園 

【失点】13 分大商学園常田麻友 

◇順位決定戦◇順位決定戦◇順位決定戦◇順位決定戦((((8888 月月月月 22222222 日、Ｊグリーン日、Ｊグリーン日、Ｊグリーン日、Ｊグリーン    Ｓ１２Ｓ１２Ｓ１２Ｓ１２))))35353535

分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭７-0(3-0)星翔 

【得点】1 分、16 分大嶋、17 分鈴木、38 分、57

分樋口、65 分京井、65 分樋口 

◇順位決定戦◇順位決定戦◇順位決定戦◇順位決定戦((((8888 月月月月 23232323 日、追手門大学グラン日、追手門大学グラン日、追手門大学グラン日、追手門大学グラン

ドドドド))))35353535 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-0(1-0)追手門大学 

【得点】大嶋２ 

【関西Ｌ【関西Ｌ【関西Ｌ【関西Ｌigaigaigaiga 組み合わせ】組み合わせ】組み合わせ】組み合わせ】    

A グループ：大商、追手門高、姫路獨

協、武庫川女子、神戸弘陵、大阪桐蔭、

追手門大、大阪国際 

Ｂグループ：日ノ本、学芸、大阪体育大

学、京都精華、星翔、甲賀健康医療専

門学校、聖泉大学 

▽順最終順位 

1 位 姫路獨協大学  2位 大商学園 

3 位 大阪体育大学  4位 大阪学芸 

5位 日ノ本学園    6位 聖泉大学 

7 位 武庫川女子  8 位 追手門高校 

9 位 大阪桐蔭  10 位 追手門大学 

11 位 星翔高校 

12 位 甲賀健康医療専門学校 

13 位 神戸親和   14 位 京都精華 

15 位 神戸弘陵高校 

 

  

    

 7 月 31 日に保護者会主催のＢＢＱが

行われた。保護者の方が考えてくださ

った企画を一緒に行い、各学年での出

し物などもあり楽しめた。イタリア人コー

チフェルナンドさんと通訳の竹山さんも

参加した。 

 毎年たくさんの方が関わり行われてい

るこの行事。１年の折り返し時期に開か

れ前半を振り返り、後半に向けて新た

な気持ちで臨むという一つの区切りとし

ても意味のある大事な行事である。とて

も楽しめた１日だったし、たくさんの方

がこのチームに関わっていることを再認

識した。 

 

 

 7 月 15 日から 20 日まで大阪選抜が

日中韓国際大会で韓国を訪問した。大

阪桐蔭からは芝、足立、小川、川崎亜

美が参加、安田コーチが監督を務め準

優勝を飾った。 

学芸破り 4 強入りで関西大会出場 

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会皇后杯全日本女子サッカー選手権大会皇后杯全日本女子サッカー選手権大会皇后杯全日本女子サッカー選手権大会大阪府予選大阪府予選大阪府予選大阪府予選    

準決勝で大商に敗れるも 3 決で追高に勝利 

    第第第第 22222222 回大阪女子サッカー選手権大会兼第回大阪女子サッカー選手権大会兼第回大阪女子サッカー選手権大会兼第回大阪女子サッカー選手権大会兼第 38383838 回皇后杯全日本女子サッカー回皇后杯全日本女子サッカー回皇后杯全日本女子サッカー回皇后杯全日本女子サッカー

選手権大会大阪府予選は選手権大会大阪府予選は選手権大会大阪府予選は選手権大会大阪府予選は 6666 月月月月 26262626 日から行われ日から行われ日から行われ日から行われ、大阪桐蔭高校は初戦で、大阪桐蔭高校は初戦で、大阪桐蔭高校は初戦で、大阪桐蔭高校は初戦でセレセレセレセレ

ッソ大阪をッソ大阪をッソ大阪をッソ大阪を 2222----1111 で勝利した。準々決勝で勝利した。準々決勝で勝利した。準々決勝で勝利した。準々決勝の相手はの相手はの相手はの相手は今今今今季季季季３度目となる大阪学芸。３度目となる大阪学芸。３度目となる大阪学芸。３度目となる大阪学芸。おおおお

互いにチャンスを決めきれず、同点のまま互いにチャンスを決めきれず、同点のまま互いにチャンスを決めきれず、同点のまま互いにチャンスを決めきれず、同点のまま PKPKPKPK 戦戦戦戦にもつれたが大阪桐蔭はにもつれたが大阪桐蔭はにもつれたが大阪桐蔭はにもつれたが大阪桐蔭は 4444 人人人人

とも落ち着いて決め、とも落ち着いて決め、とも落ち着いて決め、とも落ち着いて決め、4444----1111 で勝利で勝利で勝利で勝利しししした。た。た。た。準決勝の相手は大商学園。準決勝の相手は大商学園。準決勝の相手は大商学園。準決勝の相手は大商学園。白熱したダ白熱したダ白熱したダ白熱したダ

ービーが期待されたが、ービーが期待されたが、ービーが期待されたが、ービーが期待されたが、4444 失点失点失点失点という大差で負けてしまった。という大差で負けてしまった。という大差で負けてしまった。という大差で負けてしまった。今までにないほ今までにないほ今までにないほ今までにないほ

ど、実力の差を突きつけられた試合となった。ど、実力の差を突きつけられた試合となった。ど、実力の差を突きつけられた試合となった。ど、実力の差を突きつけられた試合となった。3333 位決定戦は、追手門高校に位決定戦は、追手門高校に位決定戦は、追手門高校に位決定戦は、追手門高校に

2222----0000 で勝利しで勝利しで勝利しで勝利し 9999 月に行われる関西大会に月に行われる関西大会に月に行われる関西大会に月に行われる関西大会に大阪第大阪第大阪第大阪第 3333 代表として代表として代表として代表として進出を決めた。進出を決めた。進出を決めた。進出を決めた。    

    関西大会を突破して全国出場を目指す関西大会を突破して全国出場を目指す関西大会を突破して全国出場を目指す関西大会を突破して全国出場を目指す。。。。    

関西 Liga 閉幕 


