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２００８－２００９シーズンチームスローガン「コンピレーション」：集大成

年生、
３１人
たな一歩
一歩を
１・２年生
、３１
人で新たな
一歩
を踏 み 出 す

高 体 連 秋 季 大 会 ２連 覇
最 終 戦 で大 商 に２－０で勝 利

大阪高体連秋季サッカー
大阪高体連秋季サッカー大会
サッカー大会は
大会は、11 月 24 日東住吉総合高校で
日東住吉総合高校で最終戦が
最終戦が行
われ、
われ、大商学園と
大商学園と戦った大阪桐蔭高校
った大阪桐蔭高校は
大阪桐蔭高校は 2－0 で勝利し
勝利し、2 年連続 2 度目の
度目の優
勝を果たした。
たした。3 年生が
年生が引退したため
引退したため 1・2 年生だけでのぞんだ
年生だけでのぞんだ初
だけでのぞんだ初めての公式大
めての公式大
会で優勝を
優勝を飾り、次の春季大会の
春季大会のシード権
シード権を得た｡
東住吉総合高校））
◇第 6 節（11 月 24 日、東住吉総合高校
大阪桐蔭高校 22-0 (1(1-0) 大商学園【
大商学園 【 70
分ゲーム：
ゲーム：( )は前半の
前半のスコアー】
スコアー】
【得失点】
得失点】30 分佐藤り
分佐藤り、59 分坂口

大阪桐蔭高校は序盤、コーナーキ
ックを連続 6 本与えるなど大商学園に
チャンスを与え自陣でのプレーが続
いたが、粘り強い守りで失点を許さな
かった。このあと反撃に転じ前半 30 分、
フリーキックからゴール前混戦を抜け
出した佐藤莉奈が先制。後半 24 分に
は、コーナーキックを坂口がゴール正
面で頭で合わせて加点し、大商学園
を突き放した。
大商学園は３年生を中心としており、
フィジカルが強く、テクニックも高い。
何度か大阪桐蔭ゴールに迫ったが、
相手に前を向かせないことを意識して
いた３バックが相手ＦＷ陣を徹底マー
クした。そのため、立ち上がりに相手
の勢いに押し切られず、勝ちにつな
がった。
箕面自由学園））
◇第５節（11 月 22 日、箕面自由学園
大阪桐蔭高校 4－2（2-0）星翔高校【
星翔高校【70 分ゲ
ーム】
ーム】
【得失点】
得失点】27 分坂口、
分坂口、35 分寺田、
分寺田、36 分宮本、
分宮本、
41 分失点、
分失点、42 分佐藤り
分佐藤り、43 分失点

最近成長著しい星翔高校と戦った。
大阪桐蔭高校は序盤、相手陣内でプ

レーすることが多かったものの、星翔
高校の堅い守備を前になかなか得点
を挙げることができなかった。前半 27
分坂口が星翔高校のＤＦ陣から抜け
出し、シュートを放って先制点を取り、
前半終了間際に寺田が加点した。後
半開始早々ハーフタイムで指示され
た攻撃の改善が功を奏し宮本のシュ
ートが決まった。後半 41 分、守備陣の
連携ミスにより失点。その１分後に点
を返すが、また１点を奪われた。最後
は激戦となったが、勝利することがで
きた。

本学園））
◇第 3 節（11 月 8 日、日ノ本学園
大阪桐蔭高校 1-0
【70 分ゲーム】
ゲーム】
【得失点】
得失点】27 分仲

（1-0）

有馬高校

有馬高校））
◇第 4 節（11 月 9 日、有馬高校
大阪桐蔭高校 2-0 （ 2-0 ） 八幡商業
高校【
高校【70 分ゲーム】
ゲーム】
【得失点】
得失点】5 分宮本、
宮本、15 分佐藤り
分佐藤り

１５日
有馬高校））
◇第 5 節（11 月１５
日、有馬高校
大阪桐蔭高校
【70 分ゲーム】
ゲーム】

0-0

（0-0）

大商学園

強 豪 Ｌ リ ーグ と 練習 試合

関 西 高 校 １ 部 リーグ
リー グ

Ｌリーグ 1 部のＩＮＡＣ（アイナック）レ
オネッサと練習試合を行った｡神戸に
本拠地を置きプロ選手が大半を占め
るＩＮＡＣは今季Ｌリーグで準優勝した
強豪。大阪桐蔭高校にとってはプロ
の激しさを肌で感じる絶好の機会とな
った｡なでしこジャパンの原、ブラジル
人のプレチーニャ、韓国選手のジナ
などレギュラーが顔をそろえた｡

関西高校１
関西高校１部リーグは
リーグは 11 月 8 日か
ら 15 日まで、
まで、日ノ本学園グラウンド
本学園グラウンド他
グラウンド他
で行われた。
われた。大阪桐蔭高校は
大阪桐蔭高校は 2 年生
以下の
以下 の 新チームとなり
チーム となり初
となり 初 めて大商学
めて 大商学
園や、強豪日ノ
強豪日ノ本学園と
本学園と対戦した
対戦した。
した。日
ノ本学園には
本学園には敗
には敗れ大商学園には
大商学園には引
には引き
分けたため準優勝
けたため準優勝となった
準優勝となった。
となった。

◇11 月 29 日（土）大阪桐蔭高校グランド、大
阪桐蔭高校２－６京都バニーズ（L リーグ 2
部）30 分×3 本、
◇11 月 30 日（日）大阪桐蔭高校グランド、大
阪桐蔭高校９－２元気サッカークラブ卑弥呼
30 分×3 本
◇12 月 10 日（水）大阪産業大学生駒グラウ
ンド、大阪桐蔭高校 0-9ＩＮＡＣ（Ｌリーグ 1
部）30 分×3 本

有馬高校））
◇第 1 節（11 月 5 日、有馬高校
大阪桐蔭高校 1313-0（7-0） 啓明高校【
啓明高校【70 分
ゲーム】
ゲーム】
【得失点】
得失点】1 分佐藤り
分佐藤り、2 分坂口、
分坂口、6 分坂口、
分坂口、7
分佐藤り
分佐藤り、18 分佐藤り
分佐藤り、29 分佐藤り
分佐藤り、34 分
佐藤り
佐藤り、38 分古木、
分古木、48 分新町、
分新町、
54 分新町、
分新町、56 分新町、
分新町、58 分丸
木、70 分寺田

◇第２節（11 月 8 日、日ノ本学
園）
大阪桐蔭高校 0-2（0-1）日ノ本
学園【
学園【70 分ゲーム】
ゲーム】
【得失点】
得失点】19 分失点、
分失点、59 分失点

日ノ本学園戦は 15 分ま
では大阪桐蔭高校ペース
で前からプレッシャーにい
2 連覇を達成した新チーム

き攻撃ができていた。しかし、その後
日ノ本学園ペースにかわり失点し前
半を終えた。大阪桐蔭高校はなんと
か同点に追いつきたいところだが、シ
ュートを打ってもなかなか得点するこ
とが出来ず逆に、後半終了間際に追
加点を入れられた。

ロジカルシンキング
11 月 25 日国語科の田村先生にロ
ジカルシンキング（論理的思考）の講
習を行ってもらった｡「なぜ女子サッカ
ー部の部則が厳しいか」など自分たち
でテーマを決めディスカッションをして
まとめる作業｡サッカーを論理的にとら
えることでプレーの判断力を高める目
的で行われた。各グループ個性的な
アイデアや発表を行い田村先生にお
おいに誉めていただいた｡

