
神戸学院大学は昨年、春シーズン秋シーズンとも大敗を喫している

強敵。今年こそ何とか勝利し、 昨年の雪辱を果たすとともに、一

部昇格への確実な一歩としたい。  

 

 

   

 

1Q 

大阪大学のキックにより試合開始。2 回生 K#80 齋藤が蹴ったボ

ールは大きく弧を描いてエンド ラインを越え、タッチバック。敵

陣 25yds から神戸学院大学の攻撃。1 プレー目から 3回生 DL#3 烏

谷が強烈なタックルで QB サック！しかし、神院大 O#にパスで

1stdown を次々に獲得され、 あっという間に TD。キックもすん

なり決められ、０－７。 神院大のキックで試合再開。自陣 34yds 

より阪大の攻撃。ランで着実にゲインを重ねていくも 4thdown で

ギャンブルが失敗となり、あえなく攻守交替。自陣 44yds から攻撃

を開始した神院大 O#だがボールをファンブルし、即座に反応した

3 回生 LB#47 木村がリカバー！阪大に攻撃権が 戻った。阪大 O#

はランやパスを織り交ぜた多彩な攻撃で自陣 44ydsから敵陣 13yds

まで前進し、 TD まであと一歩のところまで迫った。しかし、4 回

生 QB#6 渡辺が 3 回生 RB#26 廣田に向けて 放ったボールを神院

大 D#にインターセプトされ、攻守交替。神院大 O#にランをメイ

ンとした前 進を許すも、2 回生 DL#91 藤原のナイスタックルや度

重なる反則によりパントに持ち込んだ。阪 大が自陣 28yds から攻

撃を開始したところで第 1Q 終了。  

 

2Q 

QB#6 渡辺の放ったボールを 4 回生 WR#11 長谷川がキャッチし

27yds のロングゲイン！さらに QB#6 渡辺が自らボールを持って

15yds を走り、敵陣 29yds まで前進。ここでさらに QB#6 渡辺 か

ら 2 回生 WR#4 大矢へのロングパスが成功し TD！K#80 齋藤

が蹴ったボールは惜しくもはず れ、６－７。 阪大のキックにより

試合再開。阪大 D#は神院大 O#に俊足を生かしたランや正確なパ

スで振り切 られ、あっという間に自陣 25yds までの前進を許す。

ここで隙をつく一撃のロングパスを成功さ せられ、TD。TFP で

選択したキックも確実に成功、６－１４。 神院大のキックで試合

再開。阪大 O#は QB#6 渡辺がナイスランを重ね、神院大 D#を寄

せ付けな い。敵陣 18yds まで迫り、2 回生 RB#33 正垣や RB#24

 



坂本の俊足を生かして TD！TFP では 2 ポイントコンバージョン

を選択するも、QB#6 渡辺が WR#4 大矢に向けて放ったボールは

神院大 D#に阻まれ、失敗。１２－１４。前半終了まで残り２：１

４。 阪大のキックで試合再開。敵陣 46yds から神院大の攻撃。神

院大 O#がパスやランを次々に成功 させる中、1 回生 DB#7 佐々

木や DL#91 藤原が見事なロスタックルを見せ、簡単には前進させ 

ない。前半終了まで残り０：０８のところで放たれたロングパスは、

阪大 D#が阻み失敗。ここで 前半終了 

 

 

 3Q 

神院大のキックで後半開始。自陣 35yds から阪大の攻撃。QB#6 

渡辺から 2 回生 TE#80 齋藤、 WR#11 長谷川へのロングパスが

立て続けに成功し、早速 GL 前 3yds まで迫った。そこから 3 回 生 

RB#21 和田と  RB#24 坂本がじりじりと前進し TD！2 回生 

K#16 森が TFP もしっかりと決 め、１９－１４。 阪大のキック

で試合再開。K#80 齋藤の蹴ったボールがアウトオブバウンズとな

り、敵陣 35yds より神院大の攻撃。阪大 D#は俊足の WR や RB を

使った神院大 O#の攻撃の勢いを止めることが できず、あっとい

う間に TD を許してしまう。神院大はキックも確実に成功させ、

即座に逆転。 １９－２１。 神院大のキックにより試合再開。3 回

生 R#30 稲生がナイスリターンを見せ、自陣 39yds から阪 大の

攻撃。QB#6 渡辺が自らボールを持ち、RB 顔負けの俊足を飛ばし 

35yds のロングゲイン！ そして、RB#24 坂本がそのまま GL を

駆け抜け TD！K#80 齋藤が安定感のあるキックを成功さ せ、逆

転！２６－２１。 阪大のキックで試合再開。敵陣 21yds より神院

大の攻撃。阪大 D#は神院大 O#にロングゲインは 許さないがじり

じりと攻め入られ、敵陣 47yds まで前進したところで第 3Q 終了。  

 

4Q 

第 4Q 開始直後、神院大 O#が正確なロングパスを成功させ、自陣

25yds まで攻め入る。阪大 D# はそこからの立て続けのランを止め

られず、TD を許してしまう。神院大は TFP で 2 ポイントコ ンバ

ージョンを選択。が、パスは失敗に終わり、２６－２７。一進一退

の攻防が続く。 神院大のキックで試合再開。阪大 O#はランで順調

に前進し、4thdown でギャンブルを選択。QB#6 渡辺と WR#11 長

谷川が息の合ったパスプレーを見せ、1stdown を獲得。QB#6 渡辺

が自らボー ルを持ち神院大 D#の間を見事にくぐり抜ける。QB#6

渡辺の快足は止まることなく、自陣 45yds から GL まで 55yds 

 



を駆け抜け、一気に TD！TFP では 2 ポイントコンバージョンを

選択し、 QB#6 渡辺から RB#33 正垣へパスが成功、逆転！。３４

－２７。 阪大のキックで試合再開。阪大 D#は LB#47 木村や 3 回

生 LB#5 河内がナイスタックルを見せる も、ランやパスを織り交

ぜた神院大 O#の攻撃を食い止められず、GL 前 8yds までの前進

を許し てしまう。この時点で試合終了まで残り０：５０。残され

た時間が少ない中、神院大 O#は何度も パスを試みるが、阪大 D#

は簡単にはそれを許さない。しかし、後の後で神院大 O#がパスを 

成功させ、ついに TD。TFP では 2 ポイントコンバージョンを選択

し、パスが成功。３４－３５。 試合終了まで残り０：３０のとこ

ろで、神院大に逆転を許してしまう。 神院大のキックにより試合

再開。RB#21 和田がナイスリターンを見せ、自陣 41yds から阪大

の 攻撃。ここで試合終了まで残り０：２４。しかし、勝利をあき

らめた者は誰一人いない。RB#24 坂本のナイスキャリーで敵陣

40yds より 1stdown。ここで試合終了まで残り０:１５。QB#6 渡辺 

が WR#4 大矢へ 2yds パスを通し、次に WR#11 長谷川へパスを

試みるも失敗。試合終了まで残 り０：０３。QB#6 渡辺が後の望

みをかけ、3 回生 WR#13 柴山に向かって鋭いボールを放っ た。

しかし、神院大 D#に阻まれ惜しくも失敗。ここで試合終了。  

 

 

二部強豪校と言われる相手とはいえ、一点差まで追い詰めながらも

勝利を収められなかったこと には非常に悔いが残る試合であっ

た。 次は桃山学院大学戦。一部昇格のため、もう一戦も負けるわ

けにはいかない。自分達に足りないものを問い続け、一日一日真摯

に練習に取り組むだけだ。BE ONE． 

 


