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年度インターハイ大阪予選
平成 2９年度インターハイ
大阪予選

近畿大会出場ならず

日々の練習から質の高い練習を自分
たちで作っていき、大会までの期間を
いい準備期間とし、結果を残せるよう
にしたい。

大商学園が優勝 一歩及ばず

教育実習生
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5 月 15 日から 6 月 3 日までの 3 週
間教育実習が行われ、女子サッカー
部 OG６期生藤井菜穂さん、前迫佑さ
んの 2 人が実習に来られた。忙しい
授業の合間にクラブにも参加してい
ただき、個人が何事にも全力で取り
組むことの大切さを感じる機会になっ
た。2 人から学んだことをこれからのサ
ッカーや私生活に生かしていき、感
謝の気持ちを伝えられるように結果を
残していきたい。

未来のなでしこ
準決勝（（5 月 14 日、
日、JJ-G・S８）35 分ハーフ
◇準決勝
（カッコ内は前半のスコアー）

節（55 月 21 日、日ノ本学園
日ノ本学園高校
高校グランド）
◇第 4 節（
高校
グランド）
40 分ハーフ

大阪桐蔭 2-1（1-0）追手門学院
【得失点】18 分松井、60 分失点、72 分松井

大阪桐蔭 0-7（0-2）日ノ本学園
【失点】5 分、43 分、55 分、58 分、
60 分、63 分、80 分

準決勝の相手は追手門高校。前半
は攻められながら危ない場面も何
度かあったが、無失点におさえるこ
とができた。流れは追手門だったが、
松井のシュートで得点し 1-0 で前
半を折り返した。後半 25 分に失点
し、そのまま試合が終わると思った
がロスタイム 2 分で左コーナーか
らのこぼれを再び松井が角度のな
いところから決め、劇的な勝利を収
めることができた。
決勝（（5 月 27 日、
日、JJ-G・S15
S15））35 分ハーフ
◇決勝
大阪桐蔭 0-2（0-0）大商学園高校
【失点】51 分林み、62 分青木ゆ

決勝の相手は１月の新人戦 PK 戦
で勝つことができた大商学園。前半
は押していたものの、得点すること
ができず 0-0 で折り返し、両者とも
が緊張した状態で終えた。後半に入
り、立ち上がりは何とか耐えたもの
の、26 分に左コーナーから失点し
まい、そのまま波に乗られ追加点を
許してしまった。その後も取り返す
ことができず、伝統の一戦を勝利で
飾ることはできなかった。

Liga

Student 関西

後半に立て続けに失点し立て直す
ことができず、去年度の全国大会を
思い出させるような大敗を喫してしま
った。
節（66 月 4 日、びわこ成蹊
びわこ成蹊グランド
グランド）４０
◇第 5 節（
グランド
）４０
分ハーフ
大阪桐蔭 1-3（1-1）大商学園
【得失点】16 分鈴木、35 分志村、45 分志村、
89 分田中ま

いつもとは違うメンバーで戦った。選
手層の薄さを目の当たりにする結果と
内容になった。桐蔭は１分４敗で未だ
に勝利できていない。

皇后杯の対戦相手決まる
皇后杯１回戦の対戦相手が、香里
ヶ丘リベルテ高校に決まり、１回戦は
6 月 25 日（日）止々呂美グランドで行
われる。１回戦勝つと、2 週間後の 7
月９日（日）にスペランツァ高槻 U-18
と大阪偕星の勝者と戦うことになる。
毎年ベスト４に入って、関西大会に出
場しているので今年もまずはその目
標に向かって駒を進めたい。皇后杯
もこのチームの大きな目標の１つで、
チームの成長のきっかけとなるよう、

6 月 24 日（土）の 2 時から４時に大
東市立歴史とスポーツふれあいセン
ターグランドで小学１年生から６年生
の女の子を対象に女子サッカー教室
が行われる。

私学大会
私学大会の１回戦の対戦相手が香
里ヶ丘リベルテ高校に決まり、１回戦
は 7 月 10 日（月）ｊ－ｇｒｅｅｎ堺で行わ
れる。

校外学習は USJ
5 月 24 日（水）に校外学習でＵＳＪに
行った。インターハイ大阪予選決勝を 3
日後に控えた中での校外学習だった。
普段と違う雰囲気で改めて学ぶことが
あった。

日中韓大会３名が参加
7 月 5 日から 7 日までの 3 日間大阪
選抜が日本で開催される日中韓国際
大会に参加する。大阪桐蔭からは、川
崎麻由、南里千尋、樋口佳那子の 3 名
が参加する。このチームでは 3 人しかで
きない経験を、帰ってきたときにチーム
に還元できるよう、たくさんのことを得て、
いい結果を残してほしい。

