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【失点】24 分、70 分

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会関西
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会関西予選
関西予選

◇第 5 戦（8 月 9 日、順心グラウンド）
日、順心グラウンド）40 分ハ
ーフ

皇后杯関西大会準々決勝で終える

大阪桐蔭 1-3(1-0)浦和レッズ
【得失点】39 分山田、46 分、59 分、80 分

日ノ本学園が優勝 同年代のライバルに一歩及ばず

平成 28 年度第
年度第 45 回関西女子サッカー選手権大会兼第
回関西女子サッカー選手権大会兼第 38 回皇后杯全日本
女子サッカー選手権大会関西大会
女子サッカー選手権大会関西大会は
大会は 9 月 11 日から行われた。
日から行われた。大阪桐蔭高校
た。大阪桐蔭高校
は奈良の SC 卑弥呼との初戦
卑弥呼との初戦を
初戦を 4-0 で勝利した。2
で勝利した。2 回戦では中学生主体
回戦では中学生主体チーム
主体チーム
の Smile セレソンに、
セレソンに、厳しい守備で苦しめられながらも、なんとか
厳しい守備で苦しめられながらも、なんとか 2-0 で破り
準々決勝へと駒を進めた。相手は関西の大学
準々決勝へと駒を進めた。相手は関西の大学トップレベル
相手は関西の大学トップレベルの姫路獨協
トップレベル の姫路獨協大学
の姫路獨協大学。
大学 。
前半はお互いに体を張ったプレーが目立ち、なんどもピンチに耐えながら 0-0
のまま後半を迎えたが、後半 7 分、右サイド新村からのクロスをフォアサイドか
ら入ってきた田村にきっちり決めきられ失点した。それでも大阪桐蔭は諦め
ら入ってきた田村にきっちり決めきられ失点した。それでも大阪桐蔭は諦めず
田村にきっちり決めきられ失点した。それでも大阪桐蔭は諦めず
体を張り続け、大嶋がねばり強く同点ゴールを決めた。しかし、後半
体を張り続け、大嶋がねばり強く同点ゴールを決めた。しかし、後半 15 分八木
に見事なロングシュートを決められ 1-2 で敗れ関西大会を終えた。なお大商学
で敗れ関西大会を終えた。なお大商学
園と日ノ本学園が決勝へ進み
園と日ノ本学園が決勝へ進み 1-1PK4PK4-5 で日ノ本学園が優勝、大商学園が準
優勝でこの
優勝でこの 2 チームと 3 位決定戦で勝利したバニーズ京都の 3 チームが全国
チームが全国
大会出場を決めた。
準々決勝
決勝（（9 月 22 日、
日、神戸
LFC））40 分ハー
◇準々
決勝
神戸 LFC
の後敗者同士で湘南学院と戦ったが
フ（カッコ内は前半のスコアー）
1-3 で敗れた。最終日の 7 位、8 位決定
大阪桐蔭 1-2（0-0）姫路獨協大学
戦では、前日の負けを想像させない勢
【得失点】47 分村田（0-1）、53 分大嶋(1-1)、
いで相手の本庄第一に 2-0 で勝利し
55 分八木(1-2)
た。
回戦（（9 月１８
１８日、
日、奈良
FC））４０
４０分ハーフ
◇2 回戦
日、
奈良 FC
分ハーフ
大阪桐蔭 2-0（0-0）Smile セレソン
【得点】63 分大嶋、68 分樋口

前半は相手の懸命な守備に苦戦し
たが、後半に大嶋が意地のゴールで
チームに勢いをもたらし、続けて途
中出場の樋口が廣崎の右からのクロ
スをヘディングで決めきり勝利を掴
んだ。
◇１回戦
回戦（（９月１１日、奈良 FC
FC））４０
４０分ハーフ
◇１
回戦
分ハーフ
大阪桐蔭 4-0（2-0）奈良卑弥呼
【得点】7 分京井、10 分オウンゴール、
47 分中尾、73 分湯ノ谷

相手のひたむきなプレーにチャン
ス分の得点をあげられず物足りなさ
の残る初戦となったが、最後までゴ
ールへの意欲を持ち続け 4 点を奪い
勝つことができた。

清水エスパルスカップ
第６回エスパルスカップ高校女子サ
ッカー大会は 8 月 3 日から 6 日の 4 日
間行われ、45 チームが参加し大阪桐蔭
は 7 位の好成績を残した。予選リーグ
では、横浜翠陵に 2-1、桐陽に 3-2、宮
代に 7-0、成田国際に 1-0 と 4 試合全
てに勝利し、1 位トーナメントに進出した
が、初戦で高梁日新に 0-1 で敗れ、そ

WOMAN'S

SUPER LEAGUE

高校チームとクラブチームが交流して
行 わ れ る U-18 WOMAN’S SUPER
LEAGUE の試合が 8 月 2 日から始まっ
た。高校からは日ノ本学園や藤枝順心
などの強豪校が、クラブチームは浦和
レッズやジェフ千葉、アルビレックス新
潟などが参加している。格上相手にリト
リートで懸命に守り果敢にゴールに向
かい闘う姿勢を見せたが、楽に点を取
らせてはもらえなかった。これから、格
上相手に負けず少ないチャンスを形に
できるチームになることが必要であると
思われる。
日、常葉橘グラウンド））40 分
◇第 1 戦（8 月 2 日、常葉橘グラウンド
ハーフ
大阪桐蔭 0-2(0-2)常葉橘
【失点】15 分、34 分

日、順心グラウンド））40 分ハ
◇第 2 戦（8 月 7 日、順心グラウンド
ーフ

イタリア人コーチの TR
8 月 13 日、イタリア人のフェルナンド
コーチによるトレーニングが本館グラウ
ンドで行われた。午前中はフラミンゴを
指導し、午後から高校生を指導してくだ
さった。内容は攻撃で判断力や攻撃の
戦術を高めるメニューを数多く行った。
その中でも、イタリア人としての視点か
ら自分たちを見て、「ON と OFF の切り
替えの早さ」を第一として指導してくだ
さった。

網野遠征
8 月 15 日、16 日に 3 年生木成の地元
である京都府網野へ行き、初日は網野
サッカークラブ男子チームと試合をした。
夜には地元で行われた壮大な花火を
見て楽しんだ。2 日目は女子選手を集
めてサッカークリニックを行った。自分
たちで考えたメニューで大いに楽しま
せることができた。網野の魅力は何とい
っても美しい海。午後にはみんなで海
に入って魚を取ったり、ウニを見つけた
りと楽しい時間を過ごした。
中学生練習会

今年は 7 月 25 日に生駒グラウンドと、
8 月 19 日に本館グラウンドで来年入学
を希望する中学 3 年生の練習会を行っ
た。昨年に比べ人数は多少少なかった
が遠方からもたくさん来てくれた。最後
には我々高校生と中学生が混ざってゲ
ームをして自分たちも良い刺激を受け
ることができた。

石川金沢星稜大会参加

大阪桐蔭 0-0 藤枝順心

日、順心グラウンド））40 分ハ
◇第 3 戦（8 月 7 日、順心グラウンド
ーフ
大阪桐蔭 1-1(0-1)アルビレックス新潟
【得失点】26 分、51 分森田

日、常葉橘グラウンド））40 分
◇第 4 戦（8 月 8 日、常葉橘グラウンド
ハーフ
大阪桐蔭 0-2(0-1)ジェフ千葉

8 月 16 日から 17 日まで網野遠征の
帰りに石川星稜高校が主催する大会に
参加した。天野監督が尊敬する大阪体
育大学の先輩川崎護先生と本田圭佑
を輩出した名門高校を尋ねサッカー熱
の高さに驚いた。

