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平成 29 年度 大阪高校総合体育大会〈女子の部〉

全国大会逃す
8 年連続出場が途絶える

平成 29 年度 大阪高校総合体育大会〈女子の部〉は
大阪高校総合体育大会〈女子の部〉は 8 月 26 日から J-GREEN
堺ほかで行われ 8 年連続 9 回目の全国大会
回目の全国大会出場を目指す大阪桐蔭は上位
全国大会出場を目指す大阪桐蔭は上位 4
チームで行われる決勝リーグで得失点差の末
チームで行われる決勝リーグで得失点差の末 3 位となり上位 2 チームに与えら
れる関西大会出場を逃した。決勝リーグ第 1 戦で大阪学芸と 2-2 で引き分け、
第 2 戦は香ヶ丘リベルテに 7-1 で快勝したものの最終戦の大商学園に 0-4 と大
敗した。2
敗した。2 位争いの大阪学芸は第 2 戦で大商学園に 0-2 で敗れた
で敗れたが、第 3 戦
香ヶ丘リベルテに 6-0 と圧勝し得失点差 2 で大阪桐蔭を上回り準優勝となった。
第 2 戦を終え得失点差 8 で大阪学芸を上回っていたが大切なダービーマッチ
で大敗し望みを絶たれた。
創部 1 年目を除き毎年冬には皇后杯、高校選手権、全日本女子ユース U-18
（2011 年度をもって高校は参加資格なし）のいずれかに出場していたが全国大
年度をもって高校は参加資格なし）のいずれかに出場していたが全国大
会を経験しない初めての年となってしまった。
日、JJ-GREEN 堺 S10
10））40 分
◇第 3 節（9 月 23 日、
ハーフ（カッコ内は前半のスコアー）
ハーフ
（カッコ内は前半のスコアー）

られ先制点を許す。さらに終了間際
にも同じ形でのミスから失点し
大阪桐蔭 0-4（0-1）大商学園
0-2 で前半を終える苦しい展開と
【得失点】32 分藤原（大商）、47 分前川（大商）
なった。負けたらほぼ絶望となる大
60 分水江（大商）、77 分林かおる（大商）
切な 1 戦で、後半システム変更で攻
引き分け以上なら大阪学芸を勝ち
撃的に戦い 28 分田中未夢がペナル
点で上回り準優勝だった。立ち上が
ティエリア内で倒され PK を得て南
りから互角の戦いを見せ好ゲーム
里が決め同点、クーリングブレイク
が期待された。しかし 20 分を過ぎ
（暑熱対策として前半、後半途中で
た頃からボールを支配され守勢に
ベンチに戻って 3 分休む方式）のた
回る場面が増えた。32 分守備対応
め 5 分あるロスタイム 3 分、鈴木の
の遅れから自陣でフリーキックを
放ったシュートが相手選手のオウ
与え、ゴール前に入れられたこぼれ
ンゴールを誘い同点に追いつき貴
球を大商学園藤原に入れられ先制
点を許した。前半は 0-1 で終えたが、 重な勝ち点１を奪った。
日、JJ-GREEN 堺 S15
S15））
◇第 2 節（9 月 16 日、
後半の戦い方が非常に難しいもの
大阪桐蔭 7-1（5-0）香ヶ丘リベルテ
になった。得点を狙い同点に追いつ
【得失点】6 分野村、21 分小川、27 分中尾、31
くのか、最少失点差で負けても大阪
分樋口、36 分中尾、47 分鈴木、64 分失点、
学芸との得失点差を縮めないよう
75 分中尾
に傷口を広げない戦いにするか。攻
大阪学芸と引き分けた結果、得失
撃的になったものが裏目に出た。後
点差になることを考え多くの得点
半早い時間の 7 分に失点しバラン
が必要だった。台風迫る悪コンディ
スを崩した。さらに 20 分に追加点、 ションの中攻撃陣は開始からアク
終了間際にも 4 点目を決められ予
セル全開で挑んだ。前半野村の得点
想外の大量失点となった。
などで 5 点を奪ったが後半その疲
日、JJ-GREEN 堺 S8
S8））
◇第 1 節（9 月 9 日、
れが見えたのか失速、2 点しか奪え
大阪桐蔭 2-2（0-2）大阪学芸
ず与えてはいけない失点もしてし
【得失点】12 分失点、36 分失点、68 分南里
まった。前半ペースでは 2 ケタ得点
PK、40+３分オウンゴール
もあり得たが、後半油断したのかダ
大切な第 1 戦。この試合が運命を
ウンした。
決めることはわかっていた。しかし
前半 12 分守備ラインの組み立てミ
スからボールを奪われ竹中に決め

皇后杯関西大会

回戦（99 月 3 日、神戸レディースフットボー
◇1 回戦（
ルセンター）４０分ハーフ
ルセンター）４０分ハーフ
大阪桐蔭 3-1（2-0）海南 FC シャウト（和歌山
県１位）
【得失点】3 分高田、26 分中尾、27 分小川、78
分失点齋藤レナ（桐蔭 OG1 期生）

回戦（99 月 10 日、奈良フットボールセンタ
◇2 回戦（
ー）
大阪桐蔭 0-0（0-0）PK4-5 日ノ本学園（兵庫
県 2 位）

皇后杯大阪大会
◇1 回戦（6
回戦（6 月 25 日、箕面とどろみ）
箕面とどろみ）35 分ハー
フ
大阪桐蔭 7-1（3-0）香ヶ丘リベルテ
【得失点】11 分高田、15 分樋口、27 分中尾、
40 分オウンゴール、54 分中尾、56 分小川、60
分小川、69 分中尾

回戦（77 月 9 日、箕面とどろみ
箕面とどろみ））
◇2 回戦（
大阪桐蔭 1-0（1-0）スペランツァ高槻
【得失点】17 分山田

準決勝（77 月 15 日、大阪体育大学
大阪体育大学））
◇準決勝（
大阪桐蔭 0-3（0-1）大阪体育大学
【得失点】2 分、16 分、32 分

◇3 位決定戦（7
位決定戦（7 月 17 日、舞洲人工芝）
舞洲人工芝）
大阪桐蔭 1-0（1-0）追手門学院大学
【得失点】7 分小川

私学大会
回戦（77 月 10 日、J-GREEN 堺）35 分ハー
◇1 回戦（
フ
大阪桐蔭 3-0（2-0）香ヶ丘リベルテ
【得失点】1 分鈴木、3 分田中未夢、44 分田中
未夢、70 分失点

回戦（77 月 12 日、J-GREEN 堺）
◇2 回戦（
大阪桐蔭 0-0（0-0）PK4-5 追手門学院高校

ウーマンスーパーリーグ
戦（88 月 3 日、常葉橘高校
常葉橘高校））40 分ハー
◇第 1 戦（
フ
大阪桐蔭 4-0（1-0）常葉橘高校
【得失点】14 分松井、57 分高田、62 分中尾、
71 分樋口

戦（88 月 15 日、藤枝順心高校
藤枝順心高校））
◇第 2 戦（
大阪桐蔭 1-2（1-0）浦和レッズ
【得失点】30 分樋口、43 分失点、65 分失点

戦（88 月 16 日、藤枝順心高校
藤枝順心高校））
◇第 3 戦（
大阪桐蔭 0-2（0-2）ジェフ千葉
【得失点】6 分失点、19 分失点

戦（88 月 17 日、藤枝順心高校
藤枝順心高校））
◇第 4 戦（
大阪桐蔭 0-3（0-3）日テレ・メニーナ
【得失点】7 分失点、13 分失点、26 分失点

