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平成 29 年度大阪高校新人サッカー大会〈女子の部〉

女子バスケ全国優勝

新人戦 2 連覇ならず
準決勝で大阪学芸に惜敗

平成 29 年度 大阪高校新人サッカー大会〈女子の部〉は
大阪高校新人サッカー大会〈女子の部〉は 1 月 14 日から
J-GREEN 堺ほかで行われ 2 回戦から参戦した大阪桐蔭高校は準決勝で大
阪学芸に 0-1 で敗れ大会 2 連覇はならなかった。
初戦桜宮との戦いは接戦となり前半は 0-0 で折り返した。後半セットプレー
から浅利がゴールを決め先制すると、さらに高田が FK を直接決め突き放し
た。準々決勝では千里青雲に 1616-0 と大勝し準決勝に挑んだ。準決勝は接戦
の出だしとなったが 16 分右スローインからやや不運なボールの動きでゴール
前にこぼれ決められた。反撃を試みるも得点を挙げることができず敗退となっ
た。なお、もう一つの準決勝は大商学園が追手門学院を 2-0 で破り、決勝は 2
月 18 日大商学園と大阪学芸との試合となった。
◇準決勝（（2 月 4 日、
日、JJ-GREEN 堺 S13
S13））35 分
◇準決勝
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）
大阪桐蔭 0-1（0-1）大阪学芸
【得失点】16 分（大阪学芸）

開始から中盤での攻防激しくお互
いゴール前まで動かない展開となっ
た。やや押され気味となった 16 分右
サイドスローインからこぼれたボール
が味方同士の連係ミスもありゴール前
にこぼれ、走りこんだ大阪学芸⑪がキ
ーパーと 1 対 1 になり冷静に決めた。
その後もお互い得点チャンスがない
中決め手を欠くが、大阪桐蔭は何度
かゴール前まで攻める勢いも見られ
た。後半さらに攻撃的にシステム変更
をしたが最後まで大阪学芸のゴール
を破れず敗退となった。昨年準決勝
では同じ相手大阪学芸に競り勝ち、
決勝でも大商学園を PK で退け久々
の優勝に輝いたが、今回 2 連覇はな
らなかった。
◇準々決勝（（1 月 28 日、
日、成美高校
成美高校））35 分ハー
◇準々決勝
成美高校
フ
大阪桐蔭 16-0（6-0）千里青雲
【得失点】1 分松井、14 分杉山、15 分浅利、
18 分浅利、19 分杉山、28 分牧野、36 分牧野、
36 分牧野、38 分牧野、44 分松井、47 分浅利、
50 分浅利、54 分牧野、64 分和田、65 分沖田、
68 分和田

回戦（（1 月 21 日、大阪教育 C 附属
附属））35 分
◇2 回戦
ハーフ
大阪桐蔭 2-0（0-0）桜宮
【得失点】43 分浅利、66 分高田

卒業式が前日に行われ送別会な
ど厳しい日程の中行われた。昨年も
同じ対戦で何とか PK で勝利した桜宮

は年々成長をしている。予想通り接
戦となった。慣れないクレーコートで
初戦の緊張もありなかなか足がボー
ルにつかない。そのミスを付け込まれ
前半は 2 回のピンチを招いた。攻撃も
引いた相手にロングボールを放り込
むなど単調なサッカーとなりリズムを
失っていた。後半はやや改善されボ
ランチの受け方もよくなり 8 分右サイド
で得たフリーキックが左サイドに流れ
たところを浅利がうまくボレーで合わし
て先制点を奪った。すこし落ち着きを
取り戻し冷静な判断もでき始めた。31
分には高田が 25ｍのフリーキックを直
接決め突き放した。

10 期生 11 人卒業
女子サッカー部 10 期生 11 人が 1
月 20 日卒業した。残念ながら全国に
出場できなかった学年となったが、公
式戦が終わった後もグラウンドに足を
運び後輩の指導をしてくれた。高校
時代の成績を追い求めることも大切
だが、もっと大切なのはその経験を生
かした人生をその後歩めるかどうか。
これまでの卒業生も女子サッカー部
の誇りを胸に、この厳しさをエネルギ
ーに変えて成長している。サッカーを
続ける人、他の道を歩む人それぞれ
夢ある人生を歩んでほしい。そしてま
たグラウンドにも顔を出してほしい。

ウインターカップ 2017 平成 29 年度
第 70 回全国高等学校バスケットボー
ル選手権大会で女子バスケットボー
ル部が全国優勝を果たした。日ごろ
仲間でもありライバルである女子バス
ケットボール部。寮も同じでお互いを
意識し刺激を与えてもらっている。創
部は女子サッカー部より 5 年遅いが
早くも全国優勝を成し遂げた。この快
挙を心から祝福したい。

男子サッカー・ラグビー応援
第 96 回全国高等学校サッカー選手
権大会に 9 年ぶり 2 回目の出場となっ
た男子サッカー部応援を行った。1 月 2
日味の素フィールド西が丘において 2
回戦が行われ山形県代表の羽黒高校
と対戦した。3 分に 3 年今岡のゴールで
先制した後は思い通りのパスワークがさ
く裂し 6 点を奪う大勝で勝利した。続く
駒沢陸上競技場で行われた 3 回戦で
は明秀日立（茨城）と対戦、後半開始
早々に 3 年菊井が先制点を上げたもの
の後半コーナーキックから同点にされ
PK 戦にもつれ込んだが残念ながら 3-5
で敗れ敗退となった。
また、第 97 回全国高等学校ラグビー
フットボール大会に出場し決勝まで進
出したラグビー部も応援した。1 月 8 日
花園ラグビー場で行われた東海大付属
仰星高校との決勝ではリードを奪いな
がらも終盤逆転され優勝を逃した。しか
しながら最後まで好ゲームを演じ、まさ
に体を張ったプレーを目のあたりにして
戦う気持ちの大切さを学んだ。
関西高校リーグは 4 位
10 月 5 日大阪桐蔭 1-2 追手門学院
得点者 鈴木
11 月 12 日大阪桐蔭 4-0 大阪学芸
得点者 牧野 2、小川、鈴木
11 月 26 日大阪桐蔭 1-3 大商学園
得点者 小川
12 月 9 日大阪桐蔭 0-1 日ノ本学園
12 月 17 日大阪桐蔭 3-1 神戸弘陵
得点者 浅利 2、田中みゆ
12 月 22 日大阪桐蔭 1-0 桜宮
得点者 牧野
優勝追手門、準優勝大商、第 3 位日ノ本

