
ｻｯｶｰ部

　　＜Ａチーム＞

節 日時 結果 得点者

1 平成31年4月7日 　●　１－２　　立命館大学 崔

2 平成31年4月13日 　●　０－２　　京都産業大学

3 平成31年4月17日 　●　２－３　　大阪産業大学 江口、田中（遥）

4 平成31年4月28日 　○　１－０　　関西大学 郡司

5 平成31年4月30日 　●　０－２　　桃山学院大学

6 令和元年5月3日 　○　３－１　　関西福祉大学 大木×2、田中（遥）

7 令和元年5月5日 　○　２－１　　大阪体育大学 本石、八田

8 令和元年5月18日 　○　２－１　　大阪経済大学 郡司、森山

9 令和元年5月29日 　●　１－５　　関西学院大学 森山

10 令和元年6月1日 　○　３－０　　近畿大学 大木×2、八田

11 令和元年6月8日 　○　３－２　　びわこ成蹊スポーツ大学 山口（拓）、大木×2

節 日時 結果 得点者

1 令和元年9月14日 　●　１－４　　桃山学院大学 谷口

2 令和元年9月22日 　●　０－１　　大阪経済大学

3 令和元年9月29日 　〇　４－１　　立命館大学 松原、長谷川、郡司、林

4 令和元年10月5日 　〇　１－１　　関西福祉大学 松原

5 令和元年10月31日 　△　１－１　　京都産業大学 松原

6 令和元年10月19日 　●　２－３　　近畿大学 山口（拓）×2

7 令和元年10月27日 　〇　２－０　　大阪産業大学 八田、松原

8 令和元年11月2日 　△　４－４　　びわこ成蹊スポーツ大学 林×2、稗田×2

9 令和元年11月9日 　●　２－３　　大阪体育大学 林、八田

10 令和元年11月17日 　●　０－４　　関西大学

11 令和元年11月24日 　△　３－０　　関西学院大学 長谷川、林、谷口

日時 結果 得点者

1回戦 平成31年3月21日 　●　０－１　　近畿大学

日時 結果 得点者

3回戦 令和元年6月15日　 　○　３－１　　京都大学 山口（拓）×2、津野

4回戦 令和元年6月16日 　○　２－０　　大阪産業大学 大木、山口(拓）

準々決勝 令和元年6月23日 　●　１－２　　関西大学 大木

日時 結果 得点者

1 令和元年6月2日 　△　１－１　　桃山学院大学

2 令和元年7月7日 　△　１－１　　同志社大学

3 令和元年7月13日 　△　３－３　　大阪経済大学

4 令和元年7月27日 　○　１１－０　大阪教育大学

節 日時 結果 得点者

1 平成31年4月13日 　○　３－２　　関大ＦＣ２００８ 永井、野﨑、梶原

2 令和元年5月18日 　●　１－３　　アルテリーヴォ和歌山 池田

3 令和元年6月2日 　●　０－３　　ＦＣ　ＴＩＡＭＯ枚方

4 令和元年6月8日 　●　０－１　　レイジェンド滋賀

5 令和元年6月15日 　●　０－７　　おこしやす京都ＡＣ

6 令和元年6月23日 　●　０－３　　バンディオンセ加古川

7 令和元年6月30日 　●　０－２　　セントアンドリュー

2019　関西学生ｻｯｶｰ新人大会　（1部2部A　Ⅲﾌﾞﾛｯｸ）

＊　結果　　1回戦敗退　

第97回　関西学生ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ（前期）　　　　　　　　

       *  前期終了　

第97回　関西学生ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ（後期）　　　　　　　　

第48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）

       *  後期終了　

天皇杯大阪代表決定戦

第54回　関西ｻｯｶｰﾘｰｸﾞDivision1　 

　　＜阪南大クラブ＞

       *　　1部ﾘｰｸﾞ　　前期　第4位　

       *　　1部ﾘｰｸﾞ　　後期　第8位　

　　＜新人戦＞

＊　最終結果（全節終了）　1部ﾘｰｸﾞ　　第7位　

＊　最終結果　　1部2部A　Ⅲﾌﾞﾛｯｸ3位

＊　最終結果　　準々決勝敗退　
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ｻｯｶｰ部

8 令和元年7月14日 　●　０－１　　関大ＦＣ２００８

9 令和元年7月21日 　○　２－０　　アルテリーヴォ和歌山 小國、福羅

10 令和元年8月25日 　●　２－５　　ＦＣ　ＴＩＡＭＯ枚方 弥村、小國

11 令和元年9月1日 　●　０－１　　レイジェンド滋賀

12 令和元年9月8日 　●　１－２　　おこしやす京都ＡＣ

13 令和元年9月15日 　●　０－１　　バンディオンセ加古川

14 令和元年9月22日 　●　０－２　　セントアンドリュー

日時 結果 得点者

1回戦 平成31年3月31日 　○　２－０　　FC.Lazo

準決勝 平成31年4月20日 　○　２－１　　近畿大学 引地、亀安

決勝 令和1年5月12日 　●　１－２　　ＦＣ大阪

日時 結果 得点者

1回戦 令和元年10月5日 　〇　７－３　　関大ＦＣ２００８ 小國×2、林、梶尾、亀安×2、彦坂

準々決勝 令和元年11月30日 　〇　２－２（PK５－３）　ＡＳラランジャ京都 梶原、小國

準決勝 令和元年12月7日 　●　０－２　　アルテリーヴォ和歌山

3位決定戦 令和元年12月14日 　●　１－２　　ポルベニル飛鳥 上山

第24回　大阪ｻｯｶｰ選手権大会

KSL　CUP　2019

＊最終結果　　準決勝敗退　　　　

＊最終結果　　決勝戦敗退　　

　＊最終結果　　第8位　
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節 日時 結果 得点者

1 令和元年6月9日 　●　２－４　　貝塚ＦＣ

2 令和元年6月16日 　●　１－２　　大阪ガスＳＣ

3 　●　１－６　　吹田ジョカトーレ

4 　●　２－３　　ＦＣ.Ｌａｚｏ

5 　●　１－３　　テクノネット大阪

6 令和元年8月18日 　●　３－４　　ＳＯＧＮＯ　ＦＣ

7 令和元年8月25日 　●　０－７　　ＡＣミドルレンジ

8 令和元年9月1日 　●　０－５　　ルート１１

9 令和元年9月15日 　△　３－３　　北摂ユナイデッド

10 　〇　５－３　　アイン食品SC

11 令和元年10月27日 　●　１－３　　ラランジャラン

12 　●　２－５　　バッジーナ大阪ＦＣ

13 令和元年11月3日 　●　０－５　　ＯＳＵ　ＦＣ

14 令和元年11月10日 　〇　１－０　　豊中ＦＣ

15 　●　１－３　　ＯＫＦＣ

日時 結果 得点者

1回戦 令和2年2月16日 　〇　２－０　　八尾大正ＦＣ

2回戦 令和2年2月23日 　〇　２－０　　北摂ユナイテッド

3回戦

節 日時 結果 得点者

1 令和元年6月16日 　●　３－５　　和泉クラブ

2 令和元年6月23日 　●　０－８　　ファスシネイトＥＳ

3 令和元年6月30日 　●　０－４　　枚方サンクラブ

4 令和元年9月8日 　●　０－５　　カルシオフットボールクラブ

5 令和元年9月15日 　●　１－７　　大阪狭山スポーツクラブ

6 令和元年9月22日 　　　　　　　　　中止

7 令和元年10月20日 　●　１－４　　大阪苅田ＦＣ

8 令和元年11月3日 　●　２－１０　久米田ＦＣ

9 令和元年11月10日 　●　０－４　　ミズノ

　＜阪南大学Ｂ＞

節 日時 結果 得点者

1 令和元年5月11日 　●　２－３　　関西学院大学B1 松原、吹ヶ

2 令和元年5月19日 　●　０－３　　びわこ成蹊スポーツ大学IA

3 令和元年5月26日　 　●　０－３　　桃山学院大学A1

4 令和元年6月2日 　●　０－５　　大阪体育大学

5 令和元年6月9日 　○　２－０　　関西福祉大学A 河原、古谷

6 令和元年6月23日 　○　４－３　　大阪産業大学Ⅲ 河原×2、谷口、康

7 令和元年9月16日 　●　２－５　　甲南大学A 宇佐美、康

8 令和元年9月21日 　●　２－４　　流通科学大学BI 古谷、宇佐美

9 令和元年9月28日 　〇　２－１　　神戸大学 池下、喜多村

10 令和元年10月13日 　△　３－３　　関大ULTRAS

11 令和元年9月25日 　●　２－３　　大阪教育大学I1 藤原(雅)×2

＜阪南大学Ｃ＞

節 日時 結果 得点者

1 令和元年5月11日 　○　１－０　　関西学院大学B2 池下

2 令和元年5月19日 　●　０－５　　びわこ成蹊スポーツ大学IB

3 令和元年5月26日 　●　１－２　　桃山学院大学A2 谷口

4 令和元年7月6日 　●　０－７　　大阪学院大学Ⅰ

5 令和元年6月9日 　●　１－５　　関西福祉大学B 澤田

Iﾘｰｸﾞ2019　関西Bﾌﾞﾛｯｸ　　

　　＜阪南ＦＣ＞

2019年度　社会人選手権大会

＊　最終結果　2部ﾘｰｸﾞ　第9位　

＊最終結果　　第8位　

　　＜阪南パニックスＦＣ＞

＊　最終結果　　

Iﾘｰｸﾞ2019　関西Aﾌﾞﾛｯｸ　　

2019　大阪府社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2部ﾘｰｸﾞ　Aﾌﾞﾛｯｸ　　　

2019年度　大阪府社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　Ⅰ部ﾘｰｸﾞ　　　　

＊　最終結果　1部ﾘｰｸﾞ　　第15位　
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6 令和元年6月23日 　●　０－４　　大阪産業大学Ⅰ

7 令和元年9月16日 　●　０－３　　甲南大学B　　　　　　　　（没収試合）

8 令和元年9月21日 　●　０－３　　流通科学大学BⅡ　　　　（没収試合）

9 令和元年9月28日 　〇　３－１　　関西国際大学 朝野、浅場、澤田

10 令和元年10月6日 　〇　１－０　　関大REDGROW

11 令和元年9月25日 　●　０－３　　大阪教育大学Ⅰ2　　　　（没収試合）

＊最終結果　　第10位　
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