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初めてのインハイ出場を狙う
大阪 1 枠をめぐり熱戦
夏の高校生のイベントインターハイ出場をかけた大阪高校春季サッカー大会
〈女子の部〉が 4 月 29 日から開幕した。新人戦を優勝した大阪桐蔭、準優勝大
商学園、昨年の覇者大阪学芸、昨年準優勝の追手門学院を中心に争われ
る。大阪桐蔭は 2 回戦で OBF（大阪ビジネスフロンティア）を
OBF（大阪ビジネスフロンティア）を 1010-0 で破り準々
決勝に進出、成長著しい大阪偕星学園と対戦した。大阪偕星学園は、女子サ
ッカー部卒業生の赤坂先生が指揮して 3 年目を迎える。年々力をつけてきて
いる侮れない相手だった。前半無得点で折り返すが、後半 3 分に中尾の先制
でリードし 18 分には鈴木の追加点で突き放しベスト
分には鈴木の追加点で突き放しベスト 4 に進出した。
大阪の枠は一つ、これからが本当の戦いとなる。悲願の初出場に向けてチ
ーム力が試される。
回戦（（5 月 3 日、勝山高校
勝山高校グラウンド
グラウンド））35
◇2 回戦
グラウンド
（兵庫）に敗れ、11 位決定戦も聖カピタ
カッコ内は前半のスコア】
スコア】
分ハーフ【カッコ内は前半のスコア
ニオ（愛知）に敗れた。
大阪桐蔭 10-0（5-0）OBF（大阪ビジネスフロ
ンティア）
【得失点】5 分松井、19 分小川、26 分山田、29
分松井、33 分小川、38 分中尾、50 分中尾、
52 分中尾、58 分田中みつき、65 分小川

慣れないクレーグラウンドだったが、1
年松井の先制点でゴールラッシュとな
った。緊張した初戦だったが大量点で
勝つことができ安堵した。
回戦（（5 月 7 日、大阪成美高校グラウンド
大阪成美高校グラウンド））
◇2 回戦
35 分ハーフ

◇予選リーグ
大阪桐蔭 0-0 十文字（東京）
大阪桐蔭 5-0 専大北上（岩手）
大阪桐蔭 11-0 太田女子（群馬）
大阪桐蔭 1-0 松商（長野）
大阪桐蔭 6-0 久喜（埼玉）
この結果 4 勝 1 分で十文字に並んだが、得失
点差でグループ 2 位となった。

◇9 位決定トーナメント
大阪桐蔭 1-0 京都精華（京都）
大阪桐蔭 0-1 日ノ本（兵庫）
大阪桐蔭 0-1 聖カピタニオ（愛知）

大阪桐蔭 2-0（0-0）大阪偕星学園
【得失点】38 分中尾、53 分鈴木

強豪相手にチーム強化
成長著しい大阪偕成が相手。予想
通り困難な試合となった。押し気味に
進めるもシュートの精度を欠き前半は
無得点、内容はよいながらもリードを奪
えない重苦しい前半だった。この空気
を一新したのは中尾。大阪偕星守備ラ
イン裏に出されたボールに鋭く反応、
守備者と出てくるキーパーに接触しな
がらも足先で決め待望の先制点が生ま
れた。反撃にあいながら追加点がほし
い時間が続いたが、途中出場の鈴木が
ミドルレンジから思い切ってシュートを
放ちキーパーのファンブルを誘い、2-0
となった。次は、14 日決勝進出をかけ
て追手門学院と対戦する。

めぬまカップに先立ち、関東各地を
回り強化試合を行った。山梨学院大学、
千葉暁星高校、村田女子、帝京平成
大学、東洋大学、湘南学院、大東文化
大学、尚美大学などと対戦し普段関西
では試合をする機会がないチームと多
く対戦し強化できた。4 月 21 日から 4
月 2 日まで 13 日間にも及ぶ長い遠征
でチームとしてのまとまりもできた。

新チームに向けて 2，3 年生がチーム
作りを行う吉野キャンプが 3 月 16 日から
18 日に奈良県吉野町吉野宮滝野外学
校で行われた。一般財団法人大阪府
青少年活動財団が運営するこの野外
学校は人間関係トレーニングプログラム
と言われる活動を通じ、仲間づくりを円
滑に、より強固なものにする 3 日間の活
動である。食事を作る、コンパスラリー、
他の人を紹介する「他己（タコ）プレゼン
テーション」など多彩な活動でチーム一
丸を目指した。
また 4 月 3 日には新入生 14 名とチ
ームの幹部が吉野に訪れた。これから
3 年間を共にする仲間がハートプログラ
ムを通して結束を強めた。
Liga Student 関西 開幕
大学生と高校生が交流し、強化と情
報交換を図る大会 Liga Student 関西
が開幕した。A グループは神戸弘陵、
星翔高（大阪）、追手門高（大阪）、大
阪学芸、神戸親和女子大、追手門大
（大阪）、聖泉大（滋賀）、姫路獨協（兵
庫）、B グループは京都精華 、 大 阪 桐
蔭、日ノ本学園（兵庫）、大商学園（大
阪）、甲賀健康医療専門学校（滋賀）、
大阪国際大、武庫川女子大（兵庫）、
大体大（大阪）でそれぞれ 1 回総当たり
リーグを行い順位決定戦を行う。
◇第 1 節（4 月 9 日、武庫川女子大学グラウ
ンド））40 分ハーフ
ンド
大阪桐蔭 0-0（0-2）武庫川女子大学

◇第 2 節（4 月 16 日、大阪体育大学グラウン
ド）40 分ハーフ
大阪桐蔭 0-0（0-0）大阪体育大学

◇第 3 節（4 月 23 日、甲賀健康医療専門学校
グラウンド））40 分ハーフ
グラウンド
大阪桐蔭 1-2（1-2）甲賀健康医療専門学校
【得失点】5 分失点、9 分田中みゆ、12 分失
点

吉野キャンプ

めぬまカップ 12 位
第 23 回選抜高校女子サッカー大会
「めぬまカップ」in 熊谷は 3 月 25 日から
29 日まで埼玉県熊谷市で開催され大
阪桐蔭高校は予選リーグ 4 勝 1 分 2 位
で通過、2 位トーナメント 1 回戦で京都
精華に勝ったが、2 回戦で日ノ本学園
（一社）大阪府サッカー協会高体連ホームページより抜粋 5 月 8 日現在

