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平成 19 年度大阪高校総合体育大
会＜女子の部＞決勝リーグは 11 月 18、
19 日東住吉総合高校グラウンドで行
われ、大阪桐蔭高校は堺女子に 8－0、
大商学園に 3－0 で勝利し春季大会に
続いて 2 大会連続優勝となった。
◇第１戦(11 月 18 日､東住吉総合高グラウン
東住吉総合高グラウン
ド)
大阪桐蔭高校 8-0 堺女子高校
【得点者】新町、柴田４、坂口、村川、佐藤
【得失点】2 分新町、17 分柴田、21 分柴田、
23 分坂口、４４分村川、50 分佐藤、54 分柴
田、62 分柴田

決勝リーグ第１戦は堺女子と対戦し
た。前回 5 月の春季大会では 6－0 で
勝利したが気を引き締めて立ち上がり
から積極的に攻めにでた。攻撃的な
姿勢が実を結び 2 分には相手のゴー
ルキックをカットした新町がすぐシュー
トを放ち得点した。次節大商学園との
対戦を考えれば得失点差による順位
決定もあり、できるだけ多く得点を取り
たい試合であった。しかし早い時間帯
の得点で気が緩んだのかその後なか
なか追加点を奪うことができなかった。
それでも 17 分右コーナーキックから、
21 分には中央からのロングシュートを
柴田が決めリードを広げる。23 分坂口、
後半 9 分村川、15 分佐藤と次々に得
点を挙げ結局柴田の 4 得点などで 8
点を奪い勝利した。
◇第 2 戦(11 月 25 日､東住吉総合高グラウン
東住吉総合高グラウン
ド)
大阪桐蔭高校 3-0 大商学園
【得点者】柴田 3
【得失点】24 分柴田、38 分柴田、59 分柴田

前日終了した関西高等学校女子リ
ーグ 2 部で得失点差の末大商学園に
優勝をさらわれた大阪桐蔭。２週間前
の 11 日に行われた関西リーグでは 1

－1 で引き分けているだけに優勝を決
める今年最後の公式戦で負けるわけ
にはいかない。
大商学園は堺女子に 9－1 で勝って
いるためこの試合は引き分けでは優勝
できない。守備はある程度しっかりでき
てきたのでファールをしないこと、シュ
ートは打てるときに思い切って打つこと、
GK を含めビルドアップで慌てないこと
を指示した。
立ち上がりからなかなか攻撃のチャ
ンスを生かせない大阪桐蔭だったが
24 分ついに均衡を破るシュートが決ま
った。GK の位置を良く見ていた柴田
が 35m のロングシュートを決めた。
前半が良い試合は後半悪くなるの
で、ハーフタイムではこのまま守備をし
っかりやること、常に危機管理を行うこ
とを指示した。次の 1 点が入ると優位
になると思ったが、再び柴田が後半開
始 3 分に得点し 2 点差とした。ここから
大商学園の反撃が始まる。20 分につ
いに左サイドを破られ 1 点差に詰め寄
られる。攻撃モードにシフトした大商学
園に冷や水を浴びせたのはまたしても
キャプテン柴田だった。3 分後ゴール
中央からハットトリックを決め突き放し
た。
結局 3－0 で完勝した大阪桐蔭が優
勝を決めた。気持ちの入った良い試
合だった。表彰式のあとの記念写真で
はみんな良い笑顔でおさまった。
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平成 19 年度第 16 回関西高等学校
女子サッカーリーグ 2 部リーグは 11 月
4 日から三田祥雲館高校グラウンドほ
かで行われ大阪桐蔭高校は大商学園
と勝点で並んだものの得失点差で及
ばず準優勝となった。第 2 節で対戦し
た大商学園とは先制点を許したが柴
田のヘディングシュートで追いつき 1
－1 で終えた。これであとを全勝同士と
なった場合得失点差にもつれることは
予想されたが大商学園が奈良育英に
大量 20 点を奪ったため及ばなかった。
なお入れ替え戦は聖母高校と行われ
る。（日程調整中）
◇第１戦(11 月 4 日､有馬高グラウン
有馬高グラウンド
グラウンド)
大阪桐蔭高校 9-0 三田祥雲館高校（
三田祥雲館高校（ 兵庫
県）
【得点者】田中姿、佐藤 6、佐々木１、柴田
【得失点】9 分田中姿、14 分佐藤、22 分佐藤、
32 分佐藤、４9 分佐藤、53 分佐々木、54 分
柴田、64 分佐藤、66 分佐藤
◇第 2 戦(11 月 11 日､大商学園グラウンド
大商学園グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 1-1 大商学園高校
【得点者】柴田
【得失点】23 分失点、30 分柴田
◇第 3 戦(11 月 17 日､三田祥雲館高グラウン
三田祥雲館高グラウン
ド)
大阪桐蔭高校 14－
14－0 神島高校（
神島高校（和歌山県）
和歌山県）
【得点者】柴田 3、佐藤 2、新町 4、六車、田中
姿２、齋藤
【得失点】4 分柴田、6 分佐藤、15 分新町、17
分新町、32 分佐藤、36 分新町、38 分新町、
41 分柴田、47 分柴田、49 分六車、50 分田中
姿、55 分田中姿、70 分齋藤
◇第 4 戦(11 月 23 日､北摂三田高グラウンド
北摂三田高グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 10－
10 －0 北摂三田高校（
北摂三田高校（ 兵庫
県）
【得点者】齋藤、新町 4、古木、寺本、佐藤、
村川、田中姿
【得失点】1 分齋藤、5 分新町、6 分古木、10
分新町、23 分寺本、31 分佐藤、36 分新町、
44 分村川、47 分田中姿、57 分新町
◇第 5 戦(11 月 24 日､北摂三田高グラウンド
北摂三田高グラウンド)
グラウンド)
大阪桐蔭高校 4－0 奈良育英高校
【得点者】村川 2、佐藤、佐々木
【得失点】3 分村川、42 分佐藤、43 分村川、
52 分佐々木

