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2013－2014 シーズンチームスローガン：チームのためすべてを尽くす

～平成 25 年度大阪高校春季サッカー大会〈女子の部〉～
◇第 2 戦 (4 月 14 日、日ノ本学園)40 分ハー

インターハイ出場逃す
２年 連 続 決 勝 で 0-1 で敗 れる

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）出場をかけた平成 25 年度大阪高
校春季大会〈女子の部〉は 4 月 21 日からＪ－ＧＲＥＥＮ堺他で行われ、大商学園
が大阪桐蔭を決勝で破り２年連続の関西大会進出を決めた。大阪桐蔭高校は
準決勝まで勝ち進み大商学園に挑んだが前半に失った１点を取り返すことがで
きず敗退した。大阪桐蔭は４年連続の準優勝となった。
決勝は拮抗した試合となった。前半 21 分大阪桐蔭右サイド深い位置からのク
リアーを大商学園吉田がゴール前にパス、飛び込んだ小林がキーパー犬飼の
目前でボールを触りゴールに押し込んだ。後半反撃しシュートを大商学園の２倍
打ち込むも得点できなかった。昨年も決勝リーグで実質決勝の大商学園に後半
ロスタイムに決められ涙をのんだが、今年も同じスコア―で敗れることになった。
◇２回戦 (4 月 28 日、Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺)35 分ハ
に結びつけることが出来なかった。後半、
ーフ （ ）内は前半のスコア―
4 人の選手交代で再度体制を整え残り３
大阪桐蔭 39-0(19-0)鶴見商業高校
５分がスタートした。非常に積極的に攻
【得失点】1 分持田、2、4 分和木、7 分永野、10
め、決定機も 2 度作ったが、ゴールを決
分和木、11 分永野、13 分和木、15 分永野、１６
分船越、１８分永野、22、25 分船越、27 分永野、 めきれなかった。さらに後半 20 分には 3
バックで攻撃的に仕掛けたが、大商学
28 分中山、30 分藤井、32 分永野、32 分呉屋、
34 分和木、35 分船越、36 分長谷川、39 分船越、 園の集中した守備に塞がれ、終了のホ
41 分中山、43 分藤井、47、48 分長谷川、49 分
イッスルがピッチに鳴り響いた。終了後、
藤井、50 分長谷川、52、53 分呉屋、56 分岩根、
力尽き泣き崩れる大阪桐蔭に対し大商
57、58 分長谷川、59 分オウンゴール、60 分船
学園は歓喜の声が響いていた。去年に
越、61 分田中ふ、62 分長谷川、65 分呉屋、66
続き今年も大阪桐蔭に歓喜の瞬間は訪
分村松、67 分呉屋
れなかった。勝負の厳しさを今年も改め
◇準々決勝 (5 月 4 日、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺)
大阪桐蔭 15-0(0-0)東住吉総合
て感じさせられる結果となった。この結
【得失点】7 分永野、8 分船越、10 分持田、12
果で全てが終わった訳では無いので、
分永野、15 分持田、32 分永野、36 分村松、42
次の目標に向けて進んで行きたい。

分長谷川、44 分、50 分加藤、63 分長谷川、65
分呉屋、68 分長谷川、69、70 分呉屋

◇準決勝 (5 月１2 日、J-GREEN 堺)
大阪桐蔭 6-0(3-0)星翔高校
【得失点】22 分中西、24 分呉屋、27 分長谷川、
41 分呉屋、63 分中山、69 分八雲

◇決勝 (5 月 25 日、J-GREEN 堺)
大阪桐蔭 1-0(1-0)大商学園
【得失点】21 分失点（大商学園小林）

試合開始後は両者共にボールが落ち
着かなかった。前半 18 分ペナルティー
エリア付近での間接フリーキックのチャ
ンスはゴールの枠をとらえきれず先制の
チャンスを生かせない。一方、大商学園
は大阪桐蔭陣内深くのスローインからの
クリアーを拾い、ダイレクトで守備ラインと
ゴールキーパーの間に入れ、左サイドか
ら走り込んだ小林が一瞬早く犬飼の前
でボールをさわり、ゴールに押し込んだ。
その後、何度か大阪桐蔭も得点のチャ
ンスはあったが気の焦りもあってゴール

関西Ｌｉｇａ開幕
４月７日関西 Liga Student2013 が開
幕した。関西 Liga は関西、西日本の大
学、高校 14 チームが参加し年代を越
えたリーグを行うことで、強化を図ろうと
いうもの。関東、北信越、東北でも行わ
れ全国で 59 チームが参加する。
◇第 1 戦 (4 月 7 日、神戸レディースフットボー
ルパーク)40 分ハーフ
大阪桐蔭 1-1(1-0)日ノ本短期大学
【得失点】36 分持田、79 分失点

初戦は日ノ本短期大学。前半 36 分
右ＣＫから持田が得点したが、後半の
残り 1 分で同点に追いつかれてしまっ
た。勝てない試合ではなかったが最後
の１歩が足りず同点で終えてしまった。

フ
大阪桐蔭 0-3(0-1)日ノ本学園
【得失点】24、65、80 分失点

◇第 3 戦 (5 月 5 日、武庫川女子大学)40 分
ハーフ
大阪桐蔭 2-0(1-0)徳山大学
【得失点】16 分棟安、80 分岩根

◇第 4 戦 (5 月 19 日、吉備国際大学)40 分ハ
ーフ
大阪桐蔭 0-0(0-4)吉備国際大学
【得失点】62、67、69、71 分失点

スペランツァ高槻練習試合
4 月 20 日プレナスなでしこリーグ（Ｌリ
ーグ 1 部）スぺランツァ高槻との練習試
合が行われた。前半 7 分先制点を決
められなでしこリーグとの力の差を見
せつけられた。しかしすぐさま 1 点を返
し同点、しかし 18 分、35 分に失点し前
半を 1-3 で折り返した。後半 1 分呉屋、
6 分永野が得点し同点となったが、41
分に決められ 3-4 で敗れた。

新入生 13 人入学と
学習合宿
4 月 16 日から 20 日まで滋賀県で
学習合宿が行われた。全校で行われ
るこの合宿は午前中に授業、午後から
練習が行われ、夜にも授業があるハー
ドなもの。1 年生は新しい生活に慣れ
る間もなく、忙しい合宿で鍛えられた。

日中韓国際大会 7 名選出
7 月 6 日から 11 日まで行われる日
中韓国際大会Ｕ-18 に大阪桐蔭から
犬飼、藤井、八雲、中山、呉屋、船越、
森田が選出された。日本、韓国、中国
で毎年持ち回り開催で、今年は韓国
が会場。大商学園、ヴィトーリアなどか
ら将来有望な選手で構成される。日頃
のライバルがチームワークを高めて優
勝目指してほしい。

