
ｻｯｶｰ部

平成29（2017）年度の試合結果は、以下の通りです。

　　＜Ａチーム＞

節 日時 結果 得点者

1 平成29年4月15日 　○　７－０　　大阪経済大学 藤原、脇坂、重廣、田中、山口（一）、和田、大野

2 平成29年4月19日 　○　３－０　　姫路獨協大学 重廣、山口（拓）、山口（一）

3 平成29年4月30日 　○　３－２　　桃山学院大学 山口（一）×2、脇坂

4 平成29年5月3日 　○　３－１　　京都産業大学 長谷川、藤原、田中

5 平成29年5月6日 　○　４－０　　近畿大学 ｵｳﾝｺﾞｰﾙ、山口（一）、岡部、重廣

6 平成29年5月13日 　△　１－１　　びわこ成蹊スポーツ大学 和田

7 平成29年5月20日 　○　２－０　　大阪学院大学 山口（一）、重廣

8 平成29年5月28日 　△　１－１　　立命館大学 山口（拓）

9 平成29年6月3日 　●　０－１　　関西学院大学

10 平成29年6月11日 　●　０－２　　大阪体育大学

11 平成29年6月18日 　○　２－１　　関西大学 真瀬、山口（一）

節 日時 結果 得点者

1 平成29年9月16日 　○　１－０　　大阪経済大学 重廣

2 平成29年9月24日 　○　３－０　　姫路獨協大学 長谷川、藤原、濱野

3 平成29年9月30日 　●　０－１　　桃山学院大学

4 平成29年10月8日 　●　０－１　　大阪学院大学

5 平成29年10月15日 　●　１－２　　近畿大学 藤原

6 平成29年10月24日 　○　２－１　　京都産業大学 長谷川、山口(一)

平成29年10月29日 　　雨天中止

平成29年11月15日 　●　１－３　　大阪体育大学 草野

8 平成29年11月1日 　○　３－１　　関西学院大学 重廣、草野×2

9 平成29年11月4日 　●　１－２　　関西大学 草野

10 平成29年11月11日 　○　４－０　　立命館大学 脇坂×2、山口(拓)、吹ヶ

11 平成29年11月19日 　○　１－０　　びわこ成蹊スポーツ大学 草野

日時 結果 得点者

2回戦 平成29年12月16日 　●　２－３　　東京国際大学 岡部、重廣

日時 結果 得点者

予選準決勝 平成29年4月2日 　○　６－０　　関大ＦＣ２００８ 草野×3、林×2、脇坂

予選決勝 平成29年4月9日 　●　１－２　　ＦＣ大阪 田中

日時 結果 得点者

3回戦 平成29年6月24日 　○　１３－１　大阪市立大学 松尾×3、永野、和田×4、町田×3、田中、脇坂

4回戦 平成29年6月25日 　○　５－１　　甲南大学 山口（一）、脇坂、林、和田、田中

準々決勝 平成29年7月2日 　○　１－０　　京都産業大学 山口（拓）

準決勝 平成29年7月5日 　○　３－１　　関西大学 長谷川、吹ヶ、山口（拓）

決勝 平成29年7月9日 　○　３－２　　関西学院大学 山口（一）、和田、田中

日時 結果 得点者

2回戦 平成29年9月4日 　○　延長１－０　　仙台大学 山口（拓）

準々決勝 平成29年9月6日 　●　３－３　（PK３－４）　　法政大学 草野、山口（一）、真瀬

日時 結果 得点者

1 平成29年5月5日 　○　７－１　　大阪教育大学 三郎丸×2、亀安、稗田×2、片岡×2

2 平成29年6月10日 　●　０－３　　近畿大学

3 平成29年8月14日 　○　９－１　　天理大学

4 平成29年8月12日 　○　５－１　　桃山大学
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       *  前半終了　

＊　最終結果　1部ﾘｰｸﾞ　　第3位　（全節終了）　

       *  後期終了　

＊　最終結果　　予選決勝戦敗退

＊　これにより第66回全日本大学サッカー選手権大会への出場決定

＊　最終結果　　準々決勝敗退

＊　結果　　前半　第1位

第66回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大会

＊　最終結果　　第1位　（これにより総理大臣杯出場権獲得）

第41回　総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ

第22回　大阪ｻｯｶｰ選手権大会　（第97回天皇杯全日本ｻｯｶｰ選手権大会大阪府予選）

第95回　関西学生ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ（前期）　　　　　　　　

       *  前期終了　

第95回　関西学生ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ（後期）　　　　　　　　

第46回　関西学生ｻｯｶｰ選手権大会　（総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ関西予選）

       *　　1部ﾘｰｸﾞ　　前期　第2位　

2017　関西学生ｻｯｶｰ新人戦（前半）

＊　最終結果　　2回戦敗退
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ｻｯｶｰ部

日時 結果 得点者

1 平成29年10月1日 　●　１－４　　桃山学院大学

2 平成29年10月15日 　○　３－２　　近畿大学

3 平成29年10月18日 　○　１－１　　大阪教育大学

4 平成29年10月21日 　○　５－１　　天理大学

日時 結果 得点者

1 平成29年4月4日 　△　１－１　　ヴィッセル神戸 ｵｳﾝｺﾞｰﾙ

2 平成29年6月4日 　△　１－１　　ファジアーノ岡山 和田

3 平成29年6月17日 　●　３－４　　大阪教育大学 小山、田中、稗田

4 平成29年7月23日 　○　３－０　　京都サンガ 脇坂×2、和田

5 平成29年7月30日 　○　２－０　　ガンバ大阪 藤原、和田

6 平成29年8月14日 　○　２－０　　ガンバ大阪 濱野×2

7 平成29年8月18日 　○　６－０　　ネパール代表 田中、岡部、永野、濱野、山口(拓)、草野

8 平成29年8月23日 　○　２－１　　静岡産業大学 羽根、稗田

9 平成29年8月23日 　○　３－２　　静岡大学 濱野、金

10 平成29年8月27日 　○　２－１　　ＦＣ岐阜 岡部、山口(拓)

11 平成29年8月27日 　○　２－０　　岐阜経済大学 草野、三木

12 平成29年10月8日 　○　２－０　　大阪学院大学 松尾、片岡

13 平成29年10月15日 　○　５－０　　ミヤンマーＵ－１９ 濱野×3、三木、山口(一)

14 平成29年10月20日 　○　５－０　　ミヤンマーＵ－１９ 脇坂、真瀬、山口(一)、草野、町田

15 平成29年12月3日 　△　１－１　　京都サンガ 岡部

16 平成29年12月9日 　△　２－２　　ＦＣ今治 和田×2

16 平成30年1月20日 　△　２－２　　高校選抜 濱野、佐藤

日時 結果 得点者

1 平成29年9月24日 　●　１－３　　ガンバ大阪

2 平成29年9月24日 　●　０－１　　ガンバ大阪

3 平成29年11月26日 　○　１－０　　大阪教育大学 横江

2017　関西学生ｻｯｶｰ新人戦（後半）

       *  後半終了　

＊　最終結果　　第3位

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ

　　＜Ｂチーム＞

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ
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ｻｯｶｰ部

日時 結果 得点者

1 平成29年4月29日 　△　０－０　　近畿大学（1本目）

2 平成29年4月29日 　○　４－３　　近畿大学（2本目） 黒田、龍、本石、大野

3 平成29年4月29日 　△　２－２　　近畿大学（3本目） 山坂、垣花

4 平成29年8月12日 　○　７－０　　日本体育大学

5 平成29年8月13日 　●　４－５　　慶応大学

6 平成29年8月13日 　●　３－４　　日本大学

7 平成29年8月14日 　△　６－６　　早稲田大学

8 平成29年8月15日 　●　１－７　　産業能率大学

9 平成29年8月16日 　○　２－０　　慶応大学 宇佐見、山坂

10 平成29年8月16日 　○　２－０　　東京農業大学 森口、佐藤

11 平成29年8月17日 　△　１－１　　静岡明誠高校 山坂

12 平成29年8月17日 　△　２－２　　静清高校 岡澤、山坂

13 平成29年8月18日 　○　３－０　　ＪＦＡアカデミー福島 中野、佐藤、宇佐見

14 平成29年9月13日 　○　２－１　　大阪教育大学 和田、畑中

15 平成29年10月21日 　●　１－４　　同志社大学 澤田

16 平成29年11月4日 　●　０－６　　大阪学院大学

17 平成29年11月26日 　●　５－６　　関西大学 勝身×2、上田、朴

節 日時 結果 得点者

1 平成29年4月15日 　△　０－０　　バンディオンセ加古川

2 平成29年4月30日 　○　１－０　　Ｓｔ．Ａｎｄｒｅｗ’ＦＣ 永松

3 平成29年5月13日 　○　５－０　　関大ＦＣ２００８ 森山、永松、佐藤、藤原、小國

4 平成29年5月20日 　●　０－３　　アミティエ・スポーツクラブ京都

5 平成29年5月28日 　●　１－３　　アルテリーヴォ和歌山 田中

6 平成29年6月4日 　●　１－３　　ＦＣ　ＴＩＡＭＯ枚方 田中

7 平成29年6月10日 　●　０－２　　レイジェンド滋賀

節 日時 結果 得点者

8 平成29年7月1日 　△　０－０　　バンディオンセ加古川

9 平成29年7月8日 　○　４－０　　Ｓｔ．Ａｎｄｒｅｗ’ＦＣ 清水、永松、段野、坂口

10 平成29年8月26日 　○　７－２　　関大ＦＣ２００８ 渡辺、中村、段野、清水×2、藤原、森山

11 平成29年9月2日 　○　１－０　　アミティエ・スポーツクラブ京都 渡辺

12 平成29年9月10日 　●　０－２　　アルテリーヴォ和歌山

13 平成29年9月18日 　△　５－５　　ＦＣ　ＴＩＡＭＯ枚方 永松、坂口、渡辺、森山、段野

14 平成29年9月24日 　○　２－０　　レイジェンド滋賀 中村、田中

日時 結果 得点者

1回戦 平成29年10月7日 　○　３－０　　ＦＣ　ＥＡＳＹ０２ 渡辺、野﨑、山田

2回戦 平成29年12月2日 　○　４－１　　レイジェンド滋賀ＦＣ 渡辺×2、佐々木、清水

準決勝 平成29年12月9日 　○　５－１　　Ａ．Ｓラランジャ京都 永松、清水、森山、渡辺、彦坂

決勝 平成29年12月16日 　●　１－３　　アミティエＳＣ京都 永松

第52回　関西ｻｯｶｰﾘｰｸﾞDivision1（後期）　 

第52回　関西ｻｯｶｰﾘｰｸﾞDivision1（前期）　 

　　＜阪南大クラブ＞

＊後期終了　

　＊最終結果　　第5位　（これにより関西ｻｯｶｰﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ出場）

＊最終結果　　第2位

2017　関西ｻｯｶｰﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ

　　＜Ｃチーム＞

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ

＊前期終了　

＊全節終了　
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ｻｯｶｰ部

節 日時 結果 得点者

1 平成29年6月4日 　○　４－３　　吹田ジョカトーレ千里 畠中×3、林

2 平成29年6月18日 　●　２－３　　ＡＣミドルレンジ 畠中、ｵｳﾝｺﾞｰﾙ

3 平成29年7月2日 　●　１－２　　大阪セントラルＦＣ 藤永

4 平成29年7月16日 　△　２－２　　ＦＣ.Ｌａｚｏ 宮城、久本

5 平成29年8月6日 　○　３－１　　貝塚ＦＣ 畠中、川尻

6 平成29年8月13日 　○　１１－１　ＴＥＩＴＳＵ　ＦＣ 畠中×3、深栖×2、鎌田×2、葉室、藤永、南、森岡

7 平成29年8月20日 　○　７－０　　リベルタＦＣ 久本×3、畠中×2、中山、林

8 平成29年8月27日 　○　６－２　　泉州蹴球クラブ 森岡×3、久本、藤永、畠中

9 平成29年9月3日 　○　１－０　　豊中ＦＣ 畠中

10 平成29年9月17日 　○　３－１　　ＳＯＧＮＯ　ＦＣ 畠中×2、鎌田

11 平成29年9月24日 　○　１－０　　岸和田クラブ 瀬川

12 平成29年10月1日 　○　２－１　　テクノネット大阪 川尻、久本

13 平成29年10月8日 　○　５－０　　O～ELSUEN～O 畠中×3、高見、森岡

平成29年10月22日 　　雨天中止

平成29年11月12日 　○　１－０　　バッジーナ大阪ＦＣ 葉室

15 平成29年11月5日 　○　４－１　　ＯＫ　ＦＣ 宮城、林、森岡

節 日時 結果 得点者

1回戦 平成30年2月4日 　○　２－１　　阪南ＦＣ

2回戦 平成30年2月11日 　●　０－２　　ＦＣ　Ｌａｚｏ

節 日時 結果 得点者

1 平成29年12月3日 　●　０－２　　ＢＳＣ　ＨＩＲＡ

2 平成29年12月10日 　○　５－１　　ディオス１９９５

節 日時 結果 得点者

1回戦 平成29年12月23日 　○　６－１　　滋賀ユナイテッド

決勝 平成30年1月7日 　●　２－４　　ボルベニル　カシハラ 南、瀬川

節 日時 結果 得点者

入替戦 平成30年1月14日 　●　１－３　　関大クラブ２０１０ 畠中

日時 結果 得点者

1

2

3

4

第52回　関西府県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ決勝大会　一次ﾘｰｸﾞ　Cﾌﾞﾛｯｸ

＊　最終結果　　Cﾌﾞﾛｯｸ　第1位　（これにより決勝大会出場）

第52回　関西府県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ決勝大会　　

＊　最終結果　　第2位　（これにより入替戦）

第52回　関西府県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ入替戦　　

＊　最終結果　　敗退　（関西ﾘｰｸﾞ昇格ならず）

＊　最終結果　　2回戦敗退

＊　最終結果　1部ﾘｰｸﾞ　　第2位　（これにより大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場）

平成29年度　大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　Ⅰ部ﾘｰｸﾞ　　　　

　　＜阪南パニックスＦＣ＞

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ
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平成29年度　大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　　　
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ｻｯｶｰ部

節 日時 結果 得点者

1 平成29年6月11日 　△　２－２　　パナソニックＥＳ社サッカー部 松本、森岡

2 平成29年6月25日 　○　５－０　　ＯＫＦＣ２０１１

3 平成29年7月2日 　△　１－１　　ＢＴＭＵ

4 平成29年7月16日 　●　１－４　　大阪教員クラブ

5 平成29年7月30日 　○　５－０　　ＦＣボニート

6 平成29年8月6日 　●　２－３　　大阪ガス株ＦＣ

7 平成29年9月24日 　○　４－０　　カルシオフットボールクラブ

8 平成29年11月19日 　○　３－１　　エルマーノ大阪サッカークラブ

9 　○　２－１　　枚方ＦＣ

節 日時 結果 得点者

1 平成29年12月17日 　○　６－０　　大正ＦＣ

2 平成29年12月24日 　○　３－０　　コサリＦＣ

3 平成30年1月20日 　○　１－０　　ニコルスフットボールクラブ 渓山

節 日時 結果 得点者

1回戦 平成30年2月4日 　●　１－２　　阪南ﾊﾟﾆｯｸｽＦＣ

　＜阪南大学ＢＩ＞

節 日時 結果 得点者

1 平成29年5月8日 　○　４－０　　神戸大学 伊藤、椙本、山本×2

2 平成29年7月8日 　○　２－１　　甲南大Ｂｌａｎｃｏ

3 平成29年6月21日 　○　３－１　　大阪教育大学 浅野×2、八田

4 平成29年5月27日 　●　０－１　　流通科学大学

5 平成29年6月4日 　●　０－１　　関西福祉大学

6 平成29年6月10日 　○　６－３　　関西国際大学

7 平成29年6月17日 　△　２－２　　大阪体育大学 浅野、高原

8 平成29年7月1日 　△　０－０　　近畿大Ｕ－２２

節 日時 結果 得点者

9 平成29年8月27日 　○　２－０　　びわこ成蹊スポーツ大学

10 平成29年10月1日 　○　６－１　　大阪産業大学

11 平成29年9月19日 　○　３－０　　桃山学院大学

12 平成29年10月9日 　○　２－０　　大阪学院大学 大木、杉本

13 平成29年10月7日 　　　　　　　　　試合なし

＜阪南大学Ｂ２＞

節 日時 結果 得点者

1 平成29年5月4日 　△　１－１　　龍谷大学 大村

2 平成29年7月8日 　●　１－４　　甲南大Ａｍａｒｉｌｌｏ

3 平成29年6月10日 　○　７－０　　大阪教育大学

4 平成29年5月27日 　●　０－３　　同志社大学

5 平成29年9月21日 　●　１－３　　立命館大学

6 平成29年6月4日 　●　０－７　　関大ＵＬＴＲＡＳ

7 平成29年6月17日 　●　１－４　　関西学院大学 勝身

8 平成29年7月1日 　●　２－３　　近畿大Ｕ－２０

平成29年度　大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会 予選ﾘｰｸﾞ　Gﾌﾞﾛｯｸ　　　　

＊　最終結果　予選ﾘｰｸﾞ　Gﾌﾞﾛｯｸ　　第1位　（これにより大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場）

平成29年度　大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　　　

＊　最終結果　　1回戦敗退

＊前期終了　　第4位　　

＊　最終結果　2部ﾘｰｸﾞ　　第3位　（これにより大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　予選ﾘｰｸﾞ出場）

2017　大阪府社会人ｻｯｶｰ選手権大会　2部ﾘｰｸﾞ　Cﾌﾞﾛｯｸ　　　

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Aﾌﾞﾛｯｸ(前期）　　

　　＜阪南ＦＣ＞

＊前期終了　　第11位

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Aﾌﾞﾛｯｸ(後期）　　

＊後期終了　　　　

＊最終結果　　第3位　

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Bﾌﾞﾛｯｸ（前期）　　
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ｻｯｶｰ部

節 日時 結果 得点者

9 平成29年8月27日 　●　１－６　　びわこ成蹊スポーツ大学

10 平成29年10月4日 　●　０－２　　大阪産業大学

11 平成29年9月19日 　○　３－２　　桃山学院大学

12 平成29年10月9日 　●　０－２　　大阪学院大学

13 平成29年10月7日 　　　　　　　　　試合なし

節 日時 結果 得点者

1 平成29年5月4日 　○　４－３　　大阪商業大学 志岐、大野、龍、黒田

2 平成29年5月13日 　○　３－０　　京都大学 上田、本石、大西

3 平成29年7月8日 　●　０－１　　京都産業大学

4 平成29年5月27日 　●　１－２　　大阪経済大学 本石

5 平成29年7月16日 　○　３－１　　同志社大学 大竹、大西、黒田

6 平成29年6月10日 　●　２－３　　立命館大学 大西、大竹

7 平成29年6月17日 　○　４－２　　関大ＲＥＤ　ＧＲＯＷ 上田×2、志岐、大竹

8 平成29年7月1日 　○　１－０　　関西学院大学 下柳田

節 日時 結果 得点者

9 平成29年8月27日 　○　７－１　　びわこ成蹊スポーツ大学 志岐、藤井、高山、黒田×2、上田、大柳田

10 平成29年9月18日 　○　１－０　　びわこ成蹊スポーツ大学 福宮

11 平成29年9月23日 　●　１－４　　大阪産業大学

12 平成29年10月1日 　●　１－２　　桃山学院大学 上田

13 平成29年10月7日 　●　１－５　　大阪学院大学 徳井

節 日時 結果 得点者

1 平成29年5月4日 　○　２－０　　追手門学院大学 森口、岡田

2 平成29年6月3日 　○　２－１　　京都橘大Ｕ－２２ 鳥越、山坂

3 平成29年7月8日 　●　３－４　　京都学園大学 宮郷、浅場×2

4 平成29年5月27日 　○　１－０　　大阪経済大学 平本

5 平成29年7月16日 　○　３－０　　同志社大学 山坂×2、岡田

6 平成29年6月10日 　●　０－５　　立命大学

7 平成29年6月17日 　●　０－４　　関大ＳＯＬＥＯ

8 平成29年7月1日 　●　０－５　　関西学院大学

＊後期終了　

　　＜阪南大学Ｃ１＞

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Bﾌﾞﾛｯｸ（後期）　　　　

　＊後期終了　　

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Cﾌﾞﾛｯｸ（前期）　　　

＊前期終了　　第8位

＊最終結果　　第11位　

＊前期終了　　第4位

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Cﾌﾞﾛｯｸ（後期）　　　

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Dﾌﾞﾛｯｸ（前期）　　　

＊最終結果　　第6位　

　　＜阪南大学Ｃ２＞
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ｻｯｶｰ部

節 日時 結果 得点者

9 平成29年8月27日 　○　２－０　　びわこ成蹊スポーツ大学 岡田、澤田

10 平成29年9月21日 　△　１－１　　びわこ成蹊スポーツ大学 岡澤

11 平成29年9月23日 　○　３－２　　大阪産業大学

12 平成29年10月1日 　○　３－２　　桃山学院大学 山坂×2、澤田

13 平成29年10月7日 　△　１－１　　大阪学院大学 山坂

＊　後期終了　　

＊最終結果　　第7位　

Iﾘｰｸﾞ2017　関西Dﾌﾞﾛｯｸ（後期）　　　
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