
発行人 監督 天野泰男  

 

 

大阪桐蔭高等学校 

編集   皿谷莉奈 川﨑麻由 

山口知美（2 年生) 

http://toin.sakura.ne.jp/ 

毎日ブログ更新!最新情報はこちらで!! 

2016－2017 シーズンチームスローガン：新たなＴＯＩＮ ＰＲＩＤＥの構築                            

2018 年 2 月 1日 NO.90 

 

大阪桐蔭＆フラミンゴ 

 

◇◇◇◇１回戦１回戦１回戦１回戦（（（（12121212 月月月月 30303030 日日日日、、、、みみみみききききぼうパークぼうパークぼうパークぼうパークひょうごひょうごひょうごひょうご

第第第第 1111 球技球技球技球技場）場）場）場）４０分４０分４０分４０分ハーフハーフハーフハーフ【【【【カッコ内は前半のカッコ内は前半のカッコ内は前半のカッコ内は前半の    

スコアスコアスコアスコア】】】】    

大阪桐蔭 1-9（1-5）湘南学院高校 

【得失点】失点 10 分富田、20 分広瀬、得点 35

分大嶋、失点 36 分高杉、38 分上田、40＋1

分広瀬、57 分富田、60 分広瀬、69 分高杉、

76 分森川 

初戦の相手は過去 PK で勝利したこ

とがある湘南学院高校。大阪桐蔭は立

ち上がり、湘南の出方を伺うためつなが

ず簡単にプレーする戦術で挑んだ。そ

れが仇となり、クリアボールを湘南に拾

われ先制点を決められた。大阪桐蔭は

その後巻き返しを図るが、湘南のペー

スにのまれ自分達のサッカーができな

かった。 

攻撃では積極的に前線にボールを

送りチャンスを作るが、得点には結びつ

かなかった。攻撃だけではなく、守備で

もマークやプレスが弱くなった一瞬の隙

を突かれ、簡単にシュートを打たれるこ

とが多くあり悔いの残る試合となった。

去年に引き続き 1 回戦敗退という結果

で幕を閉じることとなった。 

 

 

 

◇第◇第◇第◇第 1111 節節節節((((11111111 月月月月 23232323 日、日、日、日、西京極西京極西京極西京極グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド))))35353535

分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 0-4（0-3）日ノ本学園 

【失点】20 分、21 分、33 分、54 分 

 関西高校リーグ第 1 節の相手は日ノ

本学園。3 年生を中心としたメンバーで

戦った。大阪桐蔭の守備の寄せが遅く、

高い位置からシュートを打たれ失点し

た。攻撃はゴール前まで攻めるがチャ

ンスを決めきれず、得点に結びつける

ことができなかった。 

◇第◇第◇第◇第 2222 節（節（節（節（11111111 月月月月 27272727 日、播磨光日、播磨光日、播磨光日、播磨光都都都都グラウンド）グラウンド）グラウンド）グラウンド）

35353535 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-1（1-1）大商学園 

【得失点】13 分川﨑あ、31 分失点、61 分鈴木 

    両チーム 1,2 年生で戦った。大阪桐

蔭が数少ないチャンスをものにでき勝

利となったが、1 失点をし課題が残る試

合となった。 

◇第◇第◇第◇第 3333 節節節節((((12121212 月月月月 3333 日日日日、南、南、南、南津守グラウンド津守グラウンド津守グラウンド津守グラウンド))))35353535 分分分分

ハーフハーフハーフハーフ    

大阪桐蔭 0-2（0-1）大阪学芸 

【失点】11 分、48 分    

立ち上がりからピンチになる場面が

多く、DF の裏を簡単に抜けられ失点し

た。試合全体を通して、ゴール前まで

行くがシュートまで持ち込むことができ

ず、課題の多く残る試合となった。 

◇第◇第◇第◇第 4444 節節節節((((12121212 月月月月 11111111 日、日、日、日、JJJJ----GREENGREENGREENGREEN 堺堺堺堺 S8S8S8S8))))35353535 分分分分

ハーフハーフハーフハーフ    

大阪桐蔭 1-0（0-0）京都精華 

【得点】65 分中尾    

なかなか思い通りに試合を運ぶこと

ができずに、苦しい展開となった。桐蔭

の課題である決定力不足に悩まされロ

スタイムに、混戦からこぼれたボールに

反応した中尾のシュートが決まりなんと

か勝利をおさめる事が出来た。 

◇第◇第◇第◇第 5555 節節節節（（（（12121212 月月月月 19191919 日、日、日、日、JJJJ----GREENGREENGREENGREEN 堺堺堺堺 S16S16S16S16））））35353535

分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-1（1-0）神戸広陵 

【得失点】15 分樋口、39 分失点、65 分川﨑あ 

立ち上がりから桐蔭のペースで細か

くパスを回し攻めていたが、きれいなサ

ッカーをし過ぎて決めきれず、厳しい試

合となった。後半、GK のパスミスで失

点し追いつかれたが、残り５分に川﨑あ

が追加点を決め２－１で勝利した。 

◇第◇第◇第◇第 6666 節（節（節（節（12121212 月月月月 21212121 日、日、日、日、JJJJ----GREENGREENGREENGREEN 堺堺堺堺 S15S15S15S15））））35353535

分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 1-3（0-2）追手門学院 

【得失点】 17 分失点、31 分失点、38 分失点、  

77 分オウンゴール 

前半から追手門の勢いに圧倒され、

相手に良い形を作られ失点を許した。

後半巻き返しをはかり１点を取り返すが、

追加点を決められず敗戦となった。 

◇第◇第◇第◇第 7777 節（節（節（節（12121212 月月月月 22222222 日、日、日、日、JJJJ----GREENGREENGREENGREEN 堺堺堺堺 S15S15S15S15））））35353535

分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪桐蔭 2-0（0-0）星翔 

【得点】53 分川﨑あ、65 分中尾 

第６節までの反省をふまえて望んだ

最終節だったが、チャンスは多かったも

のの決めきれず、自分達のサッカーが

できなかった。危ない場面も多く作られ

後味の悪い試合となった。 

  

  

 

12 月 4 日に全国大会出場壮行会が

本館の食堂で行われた。各学年は全

国大会に向けての決意や熱意を表し

保護者、応援の選手達から手作りの応

援旗をいただいた。その後保護者と選

手が一緒になって親子サッカー大会を

行った。多くの人とコミュニケーションを

とり、楽しい１日となった。 

 

 

 

 12 月 14、15 日 U-１８Women’s Super 

League2016 に参加するために静岡遠

征を行った。14 日のトレーニングは時

之栖で行い、15 日はアカデミー福島と

の WSL が行われた。相手のパスワーク

に圧倒され、うまく自分たちのサッカー

できなかった。トップレベルとの差が明

らかとなり、0-6 で完敗した。 

◇第◇第◇第◇第 8888 節（節（節（節（12121212 月月月月 15151515 日、日、日、日、帝人帝人帝人帝人アカデミー富士）アカデミー富士）アカデミー富士）アカデミー富士）

40404040 分ハーフ分ハーフ分ハーフ分ハーフ    

大阪大阪大阪大阪桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭 0000----6666（（（（0000----1111））））アカデミー福島アカデミー福島アカデミー福島アカデミー福島    

【失点】24 分,42 分、46 分、51 分、60 分、80 分 

    

 

 クリスマスパーティー 

 12 月 25 日エル・シティ・ナンコウにあ

るレストラン「エル・プエロ・ブランコ」で

フラミンゴ FC と合同クリスマスパーティ

ーが行われた。大阪桐蔭アスリートクラ

ブ石田理事長に招待していただき、た

くさんのステーキやケーキをご馳走にな

り、楽しいひとときを過ごした。 

関西高校リーグ 

壮行会＆親子サッカー 

WSL アカデミーと試合 

    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度第第第第 25252525 回回回回全日本全日本全日本全日本高等学校女子サッカー選手権大会高等学校女子サッカー選手権大会高等学校女子サッカー選手権大会高等学校女子サッカー選手権大会は、は、は、は、12121212 月月月月 30303030

日から兵庫県で日から兵庫県で日から兵庫県で日から兵庫県で開催され大阪開催され大阪開催され大阪開催され大阪桐蔭は、桐蔭は、桐蔭は、桐蔭は、1111 回戦で関東第回戦で関東第回戦で関東第回戦で関東第 1111 代表の湘南学院高校代表の湘南学院高校代表の湘南学院高校代表の湘南学院高校

（神奈川（神奈川（神奈川（神奈川）に）に）に）に 1111－－－－9999 の大差で敗れたの大差で敗れたの大差で敗れたの大差で敗れた。湘南学院。湘南学院。湘南学院。湘南学院とは、第とは、第とは、第とは、第 22222222 回大会の回大会の回大会の回大会の 1111 回戦で対回戦で対回戦で対回戦で対

戦し戦し戦し戦し 1111－－－－1111 のののの PKPKPKPK（（（（3333－－－－1111））））で勝利した以来の対戦となったで勝利した以来の対戦となったで勝利した以来の対戦となったで勝利した以来の対戦となったが、今回はその借りをが、今回はその借りをが、今回はその借りをが、今回はその借りを

返された形となった。返された形となった。返された形となった。返された形となった。    

会場会場会場会場には、には、には、には、多くの多くの多くの多くの桐蔭ファミリー桐蔭ファミリー桐蔭ファミリー桐蔭ファミリー、、、、男子サッカー部、吹奏楽部男子サッカー部、吹奏楽部男子サッカー部、吹奏楽部男子サッカー部、吹奏楽部、、、、女子バスケッ女子バスケッ女子バスケッ女子バスケッ

トボール部トボール部トボール部トボール部など多くの応援など多くの応援など多くの応援など多くの応援が駆けつけた。が駆けつけた。が駆けつけた。が駆けつけた。前半前半前半前半の早い時間の早い時間の早い時間の早い時間帯に帯に帯に帯に失点し、相手失点し、相手失点し、相手失点し、相手

に流れをに流れをに流れをに流れをつかまれそのままつかまれそのままつかまれそのままつかまれそのまま追いつくことはできなかった。追いつくことはできなかった。追いつくことはできなかった。追いつくことはできなかった。    

    決勝決勝決勝決勝は、十文字高校（関東第は、十文字高校（関東第は、十文字高校（関東第は、十文字高校（関東第 3333 代表代表代表代表////東京都東京都東京都東京都）が大商学園）が大商学園）が大商学園）が大商学園（関西（関西（関西（関西第第第第 2222 代表代表代表代表////

大阪府大阪府大阪府大阪府）を）を）を）を 1111－－－－0000 で下し初で下し初で下し初で下し初優勝を優勝を優勝を優勝をかざった。かざった。かざった。かざった。    

全国高校全国高校全国高校全国高校選手権２年選手権２年選手権２年選手権２年連続初戦敗退連続初戦敗退連続初戦敗退連続初戦敗退    

    ～関東～関東～関東～関東第一代表湘南学院第一代表湘南学院第一代表湘南学院第一代表湘南学院高校高校高校高校に大敗～に大敗～に大敗～に大敗～    

２年連続 1 回戦敗退で終える 


