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味フィ西：味の素フィールド西が丘

ゼットエー：ゼットエーオリプリスタジアム

BMWス：Shonan BMW スタジアム平塚 味スタ西：味の素スタジアム西競技場

町田：町田市立陸上競技場 江戸陸：江戸川区陸上競技場

BMWス 11:00

BMWス

13:30

11:00

順天堂大学 阪南大学

北信越地区第1代表
13:30 町田 【12】 【16】 BMWス 13:30

中国地区代表
2年連続2回目 3年ぶり8回目

北陸大学 福山大学

2年連続17回目 3年ぶり16回目

九州地区第3代表

11:00 町田 【11】 【15】

九州産業大学
北海道教育大学

岩見沢校

9年ぶり19回目 3年連続16回目
関東地区第3代表 関西地区第1代表

13:30 ゼットエー 【4】 【8】 BMWス 13:30

関西地区第4代表 プレーオフ枠

大阪体育大学 慶應義塾大学

11:00 町田 【17】 【20】 BMWス

6年ぶり17回目 4年ぶり4回目

【3】 【7】 BMWス 11:00

プレーオフ枠

総理大臣杯優勝枠(関東⑥) 東海地区第2代表
2年連続9回目 2年連続12回目

11:00 ゼットエー

東海学園大学

2年連続2回目 3年連続31回目

流通経済大学

東海地区第1代表 関東地区第4代表

愛知学院大学

11:00

早稲田大学

【23】

味フィ西

関西地区第2代表 九州地区第1代表
6年ぶり2回目 6年連続18回目

13:30 味フィ西 【22】 【21】 味フィ西 11:00

びわこ成蹊
スポーツ大学 鹿屋体育大学

北海道地区代表
11:00 味フィ西 【9】 【13】 味スタ西 11:00

プレーオフ枠
4年連続39回目 2年連続2回目

札幌大学
IPU・

環太平洋大学

【2】 【6】 江戸陸 13:30

関東地区第5代表 関西地区第3代表
2年連続25回目 2年連続18回目

13：30 味スタ西

国士舘大学 関西学院大学

13:30 町田 【18】 【19】

四国地区代表 東北地区代表
21年連続30回目 14年連続31回目

仙台大学

11：00 味スタ西 【1】 【5】 江戸陸 11:00

15年連続39回目 2年ぶり8回目

高知大学

九州地区第2代表 東海地区第3代表

常葉大学
浜松キャンパス

4年連続4回目 6年連続14回目

福岡大学
13:30 味フィ西 【10】 【14】 味スタ西 13:30

専修大学 明治大学

関東地区第1代表 関東地区第2代表

12月11日（木） 12月14日（日） 12月16日（火） 12月18日（木） 12月21日(日) 12月18日（木） 12月16日（火） 12月14日（日） 12月11日（木）

平成26年度　第63回全日本大学サッカー選手権大会　トーナメント表

1回戦 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝 準決勝 準々決勝 2回戦 1回戦



幹部からのメッセージ幹部からのメッセージ幹部からのメッセージ幹部からのメッセージ    

 

このチームで戦えるのも残り５試合！俺はみんなと５試合闘いたい。そのためには今年一

年言い続けてきたけど勝つしかない。内容が悪くても、どんだけ泥臭い点でもいいから何

がなんでも勝と！最後部員全員が笑って終わるには A チームの俺らが勝ち続けて優勝する

しかない！俺らには最高の応援と、俺らを支えてくれてる最高の学生スタッフがおるし、

あとは試合に出る選手、サブの選手が全力を尽くして闘お！俺らなら絶対優勝できる！み

んなで笑って終わろうぜ！ 

主将  福森 直也 

 

俺たちはまだ何も達成していない。インカレで必ず、てっぺんとる。そしてサッカーに関

わってくれた人に恩返しがしたいと思う。サッカーを通して出会ったのだから、サッカー

の結果で頑張りを示したい。それが、関わってくれた同期、後輩、スタッフ、監督 、親に

対しての最後にできることだと思ってる。だから俺は誰にも負けない熱いハートで最後イ

ンカレで燃え付きる。最高のチームだからなおさら俺はてっぺんを取りたい。 

副将  浅香 健太郎 

 

ピッチに立つ選手はもちろん、我々応援側も全力で応援し、日本一の集団を目指す。A には

あと一歩で日本一を逃した B や常に応援してくれた C の選手の気持ちも背負って、熱いプ

レーを見せて欲しい。また健吾や聖人など、常にチームのために動き続けてくれた人達を

笑顔にしたい。今年の集大成、本当最後全員がもう一度一つになって、サッカー、人間力

共に関学サッカー部が日本一であるということを証明したい。 

副将  小西 瑞樹 

 

自分たちの最後の大会。メンバーの奴らは全力で戦ってほしい。自分たちがやってきたこ

とを思えば、優勝できると思う。本気で全国制覇を目指してほしい。メンバー外でも全員

に役割はある。本気で応援して、メンバーを奮い立たせよう。みんなで笑って引退や！！！

ばも。 

副将  乙部 翔平 

 

長かったシーズンもインカレで最後となりました。思い返すと関西選手権制覇、総理大臣

杯ベスト4、天皇杯でのJ撃破などの輝きもあった反面、良くない面もたくさんありました。

そんな多くの出来事を糧に成長した姿をインカレで体言し、応援してくれる全ての人のた

めにも全力で戦う。それが A チームの使命です。そして、最後は全員で笑って終われるよ

うにチーム一丸となりましょう！ 

主務  中島 健吾 



 

初志貫徹 

 

己が立てた初志を貫徹すべく己が立てた初志を貫徹すべく己が立てた初志を貫徹すべく己が立てた初志を貫徹すべく    

各々が主体性を持ち行動する各々が主体性を持ち行動する各々が主体性を持ち行動する各々が主体性を持ち行動する    

 

 

 

 

あの震えたつ感動を 

支えてくれている人たちと支えてくれている人たちと支えてくれている人たちと支えてくれている人たちと    

そばで指導してくれている人たちとそばで指導してくれている人たちとそばで指導してくれている人たちとそばで指導してくれている人たちと    

スタンドから声を枯らす仲間とスタンドから声を枯らす仲間とスタンドから声を枯らす仲間とスタンドから声を枯らす仲間と    

震えたつ感動を掴み取震えたつ感動を掴み取震えたつ感動を掴み取震えたつ感動を掴み取    

役職役職役職役職    

    

企画企画企画企画 

ピッチ外において、チームの良い部分を向上ピッチ外において、チームの良い部分を向上ピッチ外において、チームの良い部分を向上ピッチ外において、チームの良い部分を向上し、し、し、し、

良くない部分を改善する為に様々な企画運営良くない部分を改善する為に様々な企画運営良くない部分を改善する為に様々な企画運営良くない部分を改善する為に様々な企画運営

を行を行を行を行ったったったった。新入生歓迎会・ファミリー制度の実。新入生歓迎会・ファミリー制度の実。新入生歓迎会・ファミリー制度の実。新入生歓迎会・ファミリー制度の実

施・チーム全員へのアンケート調査や、スリラ施・チーム全員へのアンケート調査や、スリラ施・チーム全員へのアンケート調査や、スリラ施・チーム全員へのアンケート調査や、スリラ

ンカへサッカー用具を寄付するボランティアンカへサッカー用具を寄付するボランティアンカへサッカー用具を寄付するボランティアンカへサッカー用具を寄付するボランティア

活動など、サッカー部をより良い組織にする為活動など、サッカー部をより良い組織にする為活動など、サッカー部をより良い組織にする為活動など、サッカー部をより良い組織にする為

に様々な取り組みをに様々な取り組みをに様々な取り組みをに様々な取り組みを実行してきました実行してきました実行してきました実行してきました。。。。    

    

サッカースクールサッカースクールサッカースクールサッカースクール 

関西学院初等部、西宮の養護学校を対象にした関西学院初等部、西宮の養護学校を対象にした関西学院初等部、西宮の養護学校を対象にした関西学院初等部、西宮の養護学校を対象にした

サッカースクールを行い、今夏には養護学校のサッカースクールを行い、今夏には養護学校のサッカースクールを行い、今夏には養護学校のサッカースクールを行い、今夏には養護学校の

兵庫県大会の運営を兵庫県大会の運営を兵庫県大会の運営を兵庫県大会の運営を行った行った行った行った。毎年開催される、。毎年開催される、。毎年開催される、。毎年開催される、

西宮サッカーデーは台風のため残念ながら中西宮サッカーデーは台風のため残念ながら中西宮サッカーデーは台風のため残念ながら中西宮サッカーデーは台風のため残念ながら中

止とな止とな止とな止となったったったったが、が、が、が、12121212 月には例年通り月には例年通り月には例年通り月には例年通り KGKGKGKG カップをカップをカップをカップを

開催開催開催開催するするするする。月に１回以上という頻度でのスクー。月に１回以上という頻度でのスクー。月に１回以上という頻度でのスクー。月に１回以上という頻度でのスクー

ル開催ル開催ル開催ル開催を目標にしたいを目標にしたいを目標にしたいを目標にしたい。。。。    

    

広報係広報係広報係広報係    

関学サッカー部を応援してくれる人を増やす関学サッカー部を応援してくれる人を増やす関学サッカー部を応援してくれる人を増やす関学サッカー部を応援してくれる人を増やす

ことを目標に活動を行なことを目標に活動を行なことを目標に活動を行なことを目標に活動を行なったったったった。。。。    

また、応援してくれている方々に一つでも多くまた、応援してくれている方々に一つでも多くまた、応援してくれている方々に一つでも多くまた、応援してくれている方々に一つでも多く

部の情報を届けられるように意識した活動を部の情報を届けられるように意識した活動を部の情報を届けられるように意識した活動を部の情報を届けられるように意識した活動を

行なっている。行なっている。行なっている。行なっている。    

facebookfacebookfacebookfacebook を通じた情報発信、を通じた情報発信、を通じた情報発信、を通じた情報発信、HHHHＰ係と連動してＰ係と連動してＰ係と連動してＰ係と連動して

の部の活動報告の部の活動報告の部の活動報告の部の活動報告を強化したを強化したを強化したを強化した。。。。    

 

分析係分析係分析係分析係 

相手チームの偵察や自分たちの試合を分析す相手チームの偵察や自分たちの試合を分析す相手チームの偵察や自分たちの試合を分析す相手チームの偵察や自分たちの試合を分析す

ることによって課題を明確にしることによって課題を明確にしることによって課題を明確にしることによって課題を明確にした。それをた。それをた。それをた。それをチーチーチーチー

ム全体で共ム全体で共ム全体で共ム全体で共    

有するこ有するこ有するこ有することとととによって日頃の練習によって日頃の練習によって日頃の練習によって日頃の練習でででで全員が試合全員が試合全員が試合全員が試合

で出た課題を改善できるようにしてきた。で出た課題を改善できるようにしてきた。で出た課題を改善できるようにしてきた。で出た課題を改善できるようにしてきた。    

    

    

    

応援係応援係応援係応援係 

日本一の応援をすることを目標に、トップチー日本一の応援をすることを目標に、トップチー日本一の応援をすることを目標に、トップチー日本一の応援をすることを目標に、トップチー

ムの応援を中心に活動してきた。活動内容としムの応援を中心に活動してきた。活動内容としムの応援を中心に活動してきた。活動内容としムの応援を中心に活動してきた。活動内容とし

ては、応援歌の作成に加え、応援ては、応援歌の作成に加え、応援ては、応援歌の作成に加え、応援ては、応援歌の作成に加え、応援 TTTT シャツの製シャツの製シャツの製シャツの製

作や販売、応援マナーの徹底を促してきた。作や販売、応援マナーの徹底を促してきた。作や販売、応援マナーの徹底を促してきた。作や販売、応援マナーの徹底を促してきた。全全全全

国の舞台でも熱い応援を響かせる。心に火を灯国の舞台でも熱い応援を響かせる。心に火を灯国の舞台でも熱い応援を響かせる。心に火を灯国の舞台でも熱い応援を響かせる。心に火を灯

す。す。す。す。    

    

審判係審判係審判係審判係 

関西で行われる公式戦の審判、及び審判派遣の関西で行われる公式戦の審判、及び審判派遣の関西で行われる公式戦の審判、及び審判派遣の関西で行われる公式戦の審判、及び審判派遣の

仕事を主に仕事を主に仕事を主に仕事を主に 1111 年間行ってきた。年間行ってきた。年間行ってきた。年間行ってきた。1111 部の第部の第部の第部の第 4444 審、審、審、審、3333

部の主審、部の主審、部の主審、部の主審、IIII リーグの主審、副審に務め。リーグの主審、副審に務め。リーグの主審、副審に務め。リーグの主審、副審に務め。自チ自チ自チ自チ

ームの練習試合の審判なども率先して行こなームの練習試合の審判なども率先して行こなームの練習試合の審判なども率先して行こなームの練習試合の審判なども率先して行こな

っっっった。他大学や学連とも大きく関わる役職なのた。他大学や学連とも大きく関わる役職なのた。他大学や学連とも大きく関わる役職なのた。他大学や学連とも大きく関わる役職なの

で、で、で、で、一つのミスもなく、「日本一の審判部」を一つのミスもなく、「日本一の審判部」を一つのミスもなく、「日本一の審判部」を一つのミスもなく、「日本一の審判部」を

目指し、日々活動し目指し、日々活動し目指し、日々活動し目指し、日々活動したたたた。 

    

筋トレ筋トレ筋トレ筋トレ    

各選手が身体と向き合えるよう、練習前に筋ト各選手が身体と向き合えるよう、練習前に筋ト各選手が身体と向き合えるよう、練習前に筋ト各選手が身体と向き合えるよう、練習前に筋ト

レを行った。普段では筋トレ係が率先して身体レを行った。普段では筋トレ係が率先して身体レを行った。普段では筋トレ係が率先して身体レを行った。普段では筋トレ係が率先して身体

作りを行う姿勢を魅せ、周囲の選手に刺激を与作りを行う姿勢を魅せ、周囲の選手に刺激を与作りを行う姿勢を魅せ、周囲の選手に刺激を与作りを行う姿勢を魅せ、周囲の選手に刺激を与

えられるようにした。えられるようにした。えられるようにした。えられるようにした。    

    

清掃清掃清掃清掃    

グランドのベンチ周りや部室等の清掃を行っグランドのベンチ周りや部室等の清掃を行っグランドのベンチ周りや部室等の清掃を行っグランドのベンチ周りや部室等の清掃を行っ

た。時には公道やアクセスの清掃も行い、場をた。時には公道やアクセスの清掃も行い、場をた。時には公道やアクセスの清掃も行い、場をた。時には公道やアクセスの清掃も行い、場を

清める事を意識してきた。清める事を意識してきた。清める事を意識してきた。清める事を意識してきた。    

    

ＨＰＨＰＨＰＨＰ     

関学サッカー部の試合の予定や結果報告を中関学サッカー部の試合の予定や結果報告を中関学サッカー部の試合の予定や結果報告を中関学サッカー部の試合の予定や結果報告を中

心に、普段関学サッカー部を支えてくれている心に、普段関学サッカー部を支えてくれている心に、普段関学サッカー部を支えてくれている心に、普段関学サッカー部を支えてくれている

人たちや人たちや人たちや人たちや応援して下さる方々へ情報を発信し応援して下さる方々へ情報を発信し応援して下さる方々へ情報を発信し応援して下さる方々へ情報を発信し

てきた。リーグだけでなく、Ｉリーグの情報等てきた。リーグだけでなく、Ｉリーグの情報等てきた。リーグだけでなく、Ｉリーグの情報等てきた。リーグだけでなく、Ｉリーグの情報等

もＨＰで掲載を行った。もＨＰで掲載を行った。もＨＰで掲載を行った。もＨＰで掲載を行った。    



Message from…4th Message from…4th Message from…4th Message from…4th gradgradgradgrad    

俺たちが 4 年間やってきたことを全てぶ

つけて蹴散らせ！そんで全国国国国制覇！俺た

ちも全力で応応応応援するから、お前たちも全

力で戦戦戦戦ってくれ！ 

浅浅浅浅田 侑佑 

何度も感動する試合を見せてくれた。そ

の度にこのチームが好きになった。自分

が出てないのにこんなにチームのことを

好きになれたのは初めて。最後に流すの

は嬉し涙涙涙涙だけ。12 月 21 日、みんなで 1

番になろう。 

石野 透 

何も分からず入部したサッカー部。そこ

で学学学学んだことは“頑張る人の姿が人の心

を動かす”ということ。たくさんの感動

をくれた皆に感謝しかありません。全力

で戦戦戦戦います。 

伊藤 由美 

初めはバラバラだったチームも高い志を

貫き今 1 つになった。練習、応応応応援、運営営営営、

人間性すべてにおいて徹底してきた私た

ちに怖いものはない。さあ、全国国国国で関学関学関学関学

サッカー部を見せつけよう。そして感動

を共にしよう。 

上田 太一 

待ちに待ったインカレ。俺らにもう迷い

はない。目指すは日本一のみ。最後に優

勝カップを掲掲掲掲げるのは俺らだ。やってや

ろうぜ。俺らならできる。 

大箸 潤 

選手だけでなく、成山監督をはじめとす

る素晴らしいスタッフの方々々々々がチームを

創り上げてきたから今がある。ここに書

ききれない方々々々々の力添えがあったから今

がある。それを証証証証明するためにも優勝し

よう！ 

大橋 純斗 

4 年間の集大成！今まで関学関学関学関学でやってき

たことに間違いはないと思うから、それ

を結果で証証証証明しましょう。全員が試合に

は出れないけど、自信と誇りを持って、

それぞれ自分の立場でできる全力を尽尽尽尽く

そう！！ 

奥奥奥奥 勇真真真真  

この場に立てているのは、周りにいる人

たちの支えがあって、目標に向かってが



むしゃらに頑張ってきた皆と信じてきた

自分がいるから。それを誇りに持ち、想

いを一つに。 

甲斐 聖人 

いよいよインカレ！4 年間の集大成を見

せ付けるときがやってきました。今まで

いろいろあったけど、みんながいるから

頑張ってこれました。最後はみんなで笑

って終わろうね！！ 

片山 爽香 

I リーグの全国国国国大会会会会では 2 位でした。客観観観観

的に見ると良い成績だったかもしれませ

んが、最後は悔し涙涙涙涙で終わりました。最

後まで全員笑顔で終わるには優勝しかあ

りません。応応応応援は任してください。あと

は頼頼頼頼んだ！信じてます！！ 

香山 洸哉 

大学学学学 4 年間の最後の最後。今までやって

きたことを全て発発発発揮して、全部員の想い

を背負いプレーをする。それを全力で応応応応

援する。最後、全国国国国制覇まで全力疾走で

駆駆駆駆け抜抜抜抜けろ！ 

熊谷 峻介 

今までの道のり、決して楽楽楽楽なものではな

かった。けど、苦しいことも悔しいこと

もみんなで乗乗乗乗り越えてきた。関関関関学学学学全員の、

持てる力全てインカレでぶつけよう！関関関関

学学学学サッカーが日本一だってことを証証証証明し

よう！ 

郡司 航太 

最後絶対対対対笑って終わりたい。信じてるし、

絶対対対対全国国国国制覇できると思う。B·C で全力

で応応応応援するから頼頼頼頼む、勝ってくれ。 

齋藤 哲 

サッカーで日本一を獲れる人生最後のチ

ャンス。それぞれできる事はまだまだあ

ると思う。チームを勝たせるつもりで応応応応

援する。それがいろんな人への恩返しに

繋繋繋繋がると信じている。 

高木 徹 

試合に出る選手も、サポートする選手も、

応応応応援する選手も、ほとんどの人がサッカ

ー人生最後の公式戦戦戦戦。感謝の気気気気持ちを持

ち、悔いの残残残残らないよう、すべての立場

の人が全力を出し、全国国国国制覇して、全員

笑顔で終わろう。 

棚橋 浩之 

「日本一」になるために。そのために、

戦戦戦戦う。そのために、叫ぶ。そのために、

唄う。そのために、攻める。そのために、



守る。そのために、繋繋繋繋がる。最高の瞬間

のために、いざ⾏こう。 

鄭 光俊 

泣いても笑ってもこれが最後。試合に出

る人、応応応応援する人みんなで頂点とろう！

関関関関学学学学サッカー部の名を全国国国国に！！ 

濱晃大 

インカレは日本一になる最後のチャンス。

厳厳厳厳しい練習を乗乗乗乗り越え、共に成長してき

た仲間がいる。その仲間とインカレに挑

戦戦戦戦できることを幸せに思い、チーム全員

で最後まで闘闘闘闘おう。絶対対対対日本一獲るぞ！ 

福島 僚一 

4 年間の集大成、全員の力を結束して必

ず日本一を獲りにいこう！俺たち B チー

ムは獲れなかったけど A チームが成し遂

げてくれると期待してます。全力で応応応応援

します！がんばれ！ 

福島 僚太 

泣いても笑っても最後。このメンバーで

戦戦戦戦える瞬間を噛噛噛噛み締めていこう！全員で

日本一、獲るぞ！ 

堀田 幸宏 

楽楽楽楽しいこともあったけど、苦しいことの

方がたくさんあった気気気気がする。そんな時、

仲間が励励励励ましてくれて胸がぐっと熱くな

った。そうなんだ、これが仲間なんだっ

てあの時初めて気気気気が付いた。感謝の気気気気持

ちを持って頑張ろう。 

松村 朋季 

サッカー人生最後の試合を笑顔で終わる

ためにも絶対対対対に日本一とろう！自分は応応応応

援という立場から全力でサポートします。 

松本 大輝 

 

みんながピッチで最高のパフォーマンス

をして、俺らが最高の応応応応援をする！そし

て最高の結果を残残残残して、最高の笑顔で最

高のシーズンにしよう！！ 

矢澤 周平

 

  



決意表明決意表明決意表明決意表明    

自分を支えてくれた人や自分のためにいろいろやってくれた人のためにも全国国国国優勝でき

るようにピッチで関学関学関学関学のサッカーというものを表現したい。感謝の気気気気持ちを持って一戦戦戦戦

一戦戦戦戦サッカーできることの喜びを味わいながら頑張っていきたい。 

泉 宗太郎郎郎郎 

 

自分自⾝、今年は結果にこだわってやってきました。結果を出すためにインカレは最高

の舞台です。4 回生として挑む最後の戦戦戦戦い、試合に出る A の選手、応応応応援してくれる B·C

の選手、共にこれまでのベストを尽尽尽尽くしましょう！！ 

小幡 元輝 

 

学学学学生サッカー最後の大会会会会。今までやってきたことを全て出して、応応応応援してくれてる人の

ためにも勝てるように頑張ります。 

原口 祐次郎郎郎郎 

 

今まで支えてくださった人や応応応応援してくださった人に感謝し、日本一という形で恩返し

ができるように全力で戦戦戦戦います。 

堀尾 侑司 

 

引退されていった先輩方、B チーム、C チームのみんなが関学関学関学関学の誇りを守るために戦戦戦戦って

きた姿を見てきた。今度は自分の番だと思うので全力で戦戦戦戦いたい。 

前川 拓矢 


