
i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 開幕節 

日 時：平成 31 年４月 28 日（日）10:30～  

場 所：水沢公園陸上競技場グラウンド   

内 容：第１節 ４５分ハーフ  

 

      ○釜石商工 ４ － １ 水沢農高●  

             ３－１  

             １－０  

 

         得点者；吉田 2、川畑 2  

 

【得点経過】  

・今年度、従来の３部太平洋エリアが県南エリアと合併し、「南部エリア」となった。その関係

で内陸への遠征が格段に増えた形となった。本校は前年度同地区２位であったが、強敵が増えた

こととなった。  

 ぶっつけ本番となった開幕戦であったが、案の定連係プレーのまずさが随所に出て格下であ

るはずの水農になかなか得点を挙げられず、前半 41 分にはＤＦ対応の悪さから一時は同点とさ

れた。前半終了間際の 42 分に左サイドからのクロスボールに１年生川畑が直接頭で合わせて勝

ち越すと、44 分には川畑がゴール正面で折り返したボールを上手くコースに決め、3-1 で折り返

す。  

 後半は大量点が期待されたが、水農が守りを固めたこともあり、25 分のコーナーからの川畑

のこの日２点目となる得点だけにとどまった。終わってみるとシュート数で２６本、ｺｰﾅｰｷｯｸ１

１本を数えながら相手に得点を許す等、拙攻が目立った。次節の反省点としたい。（通算１勝０

敗、勝ち点３、順位２位／６チーム中） 

 

☆☆☆i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第２節☆☆☆  

日 時：平成 31 年５月３日（金）13:00～  

場 所：江刺中央運動公園陸上競技場グラウンド   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ○釜石商工 ２ － １ 大槌高校●  

             １－１  

             １－０  

 

         得点者；吉田、佐々木翔  

 



【試合経過】  

・対戦相手の大槌高校には昨年度本校の方がリーグでは上位となったが、ここ５年間は勝ったこ

とのない相手――。ここでどうしても叩いておきたい相手であった。開始早々の１分に相手ＤＦ

のｸﾘﾔｰﾐｽを３年の吉田が上手く拾って左足でシュート、これがそのまま決まって先制すると、13

分にはゴール前に上げられたボールをＧＫがはじいたが、それを相手⑩番の見事なボレーシュ

ートで決められ同点にされ、前半は 1-1 で折り返した。後半は控えメンバーを欠く大槌に対して

徐々に攻勢に出て商工のサイドからの崩しが出始めたところ、65 分に味方パスを受けた２年の

佐々木翔が左から中へ切り返し  

ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰｴﾘｱの外からゴール右隅へ狙い済ませたシュートを決めて勝ち越した。その後は一進一

退の攻防だったが、商工は決定機が二度三度度会ったのに対し、大槌は単純に縦パスによる突破

を図るだけでシュートにはいたらなかった。  

 両チームともシュート数は多くなかったが、特にも後半は商工のボールポゼッションが相手

を上回り圧倒した感があった。惜しむらくは追加点を奪えなかったことで相手に反撃の隙を与

えてしまったことである。本校は開幕から二連勝と幸先良いスタートを切ったが、次節の釜石高

校との釜石ダービーで真価を問われそうである。（通算２勝０敗、勝ち点６、順位２位） 

 

i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第３節  

日 時：平成 31 年５月６日（月）10:30～  

場 所：大船渡市赤崎グラウンド   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ●釜石商工 ２ － ３ 釜石高校○  

             ２－１  

             ０－２  

 

         得点者；佐々木翔、ｵｳﾝｺﾞｰﾙ  

 

【試合経過】  

 今季初めての釜石ダービー。開始早々の４分、敵陣で得たＦＫを佐々木翔が綺麗に頭で合わせ

て先制、続く 12 分には３年吉田のＦＫを相手ＧＫがはじいてそのままゴールに吸い込まれるｵｳ

ﾝｺﾞｰﾙで幸先よく２点を先行した。しかし釜石の 38 分に左から突破した相手⑩番がそのままド

リブルでエリア内に持ち込んでシュート、ＧＫが弾いたところを再度⑩番が決め、前半は 2-1 で

折り返す。  

 後半に入ると徐々に釜石が中盤を支配し始め、中盤の構成力に乏しい商工はなかなかＦＷま

でボールが渡らなくなった。69 分には相手⑩番→１年生の⑪番と渡ってﾍﾃﾞｨﾝｸﾞで決められ同点

とされると、商工ＤＦ陣が浮き足立ち、84 分には決勝点となる３点目をこれも相手１年生に取



られて逆転を許した。商工も個々には鋭い突破を図ったが釜石の懸命なﾃﾞｨﾌｪﾝｽにあい、先発に

６人の１年生を入れた釜石の若い力にしてやられる結果となった。（通算２勝１敗、勝ち点６の

まま、順位４位に後退） 

 

i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第４節  

日 時：平成 31 年５月１２日（日）13:00～  

場 所：大槌高校グラウンド   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ○釜石商工 １ － ０ 岩谷堂・金ヶ崎●  

             ０－０  

             １－０  

 

         得点者；佐々木翔  

 

【試合経過】  

 今季の試合も４戦目となり、段々と選手に試合感が戻ってきつつあるが、今節の相手は岩谷

堂・金ヶ崎の連合チーム。同チームのこれまでの戦績から強豪相手に接戦をを繰り広げており、

決して侮れない相手。開始から中盤のボール支配をめぐって激しくやり合い、相手チームの個々

の選手にレベルの高さを感じた。前半は激し攻守が入れ替わり両チームとも決定力を欠いて無

得点のまま折り返した。  

 後半に入ると徐々に商工のボールがまわり始め、後半 48 分にようやく均衡が破れる。この日

先発のＤＦ米澤が右サイドより中途半端に上げたクロスボールだったが、これが幸いしゴール

前でバウンドし、これを敵味方ともにスルー。こぼれ球を佐々木翔が右隅にこの日唯一の得点を

決めた。佐々木は 28 分の決定機、85 分と惜しいシュートをはずしていたが、ようやく一矢を報

いる形となった。商工はエースの１年生川畑を負傷で精彩を欠くこととなったが、何とか勝利を

つかみ、勝ち星で３チームが２位に並ぶ混戦となった。この試合後、ｷｬﾌﾟﾃﾝのＧＫ阿部がチーム

から離脱することとなるが、高総体で２勝の目標を達成したい。（通算３勝１敗、勝ち点９、順

位４位のまま ） 

 

☆☆☆第 71 回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技☆☆☆  

日 時：平成 31 年５月２５日（土）～２６日（日）  

場 所：つなぎ多目的運動場   

内 容：（３５分ハーフ）  

    一回戦  

      ○釜石商工 ６ － １ 沼宮内高●  



             ４－０  

             ６－０  

 

       得点者；佐々木翔、川畑 3、菊池、多田  

 

【試合経過】近年のリーグ戦の結果から実力差があると予想された対戦。商工は開始早々から試

合のペースを握り、１分には佐々木が中央から流し込んで先制、２分、18 分、34 分といずれも

１年生川畑が連続して得点を挙げ、ﾊｯﾄﾄﾘｯｸを達成、前半で勝負を決めた。  

 後半に入って 59 分には、右からの吉田の上げた FK をＤＦの菊池が鮮やかにヘッドで決めて

4-0 とし、51 分には⑪佐々木の上げたクロスを⑰多田がドリブルで持ち込んで公式戦初得点を

決めた。商工は控えのメンバー全員を使う余裕を見せ、相手の反撃を終了間際の１点に抑えて大

勝した。  

   

 

二回戦（３５分ハーフ）  

        

      ●釜石商工 ０ － ６ 水沢高校○  

             ０－２  

             ０－４  

 

【試合経過】２回戦の相手は、近年実力をつけて常に上位に顔を出すようになった水沢高校とな

った。均衡が破れられたのは前半 19 分、左からのｺｰﾅｰｷｯｸを相手ＤＦの③番にﾉｰﾏｰｸでヘッドで

合せられ先制を許す。続く 27 分には左サイドからの速いｸﾞﾗｳﾝﾀﾞｰのパスをゴール前で対応でき

ず 0-2 とされ、前半は折り返す。  

 後半に入って中盤で持ち返すもＤＦの裏を巧みに衝かれて何度か危ない場面を迎えながら凌

いでいたが、後半８分には代わった左サイドのＤＦの裏を衝かれて失点、11 分にはゴール前の

混戦となった浮き球を決められて 0-4 とされ試合は決した。商工も諦めずに何度か佐々木が左

サイドから突破を図るも後が続かず、24 分にはコーナーから菊池の放った渾身のﾍﾃﾞｨﾝｸﾞシュー

トはわずかにゴールをそれた。その後は怪我人の負傷退場の間に５点目、終了間際にＤＦの間を

抜かれて６点目を献上し力尽きた。  

 なかなか県大会２勝の壁が厚いが、今回は４月からのｷｬﾌﾟﾃﾝの交代、そして緊急入院と部内で

も苦難続きの中、さらには気温も上がって試合環境は良くなかったがそうしたよく頑張った。課

題点も明らかになり、今後の選手たちの精進に期待したい。 

 

i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第５節 

日 時：令和元年６月２９日（土）13:00～  



場 所：釜石市球技場   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ●釜石商工 ３ － ５ 水沢工高○  

             １－２  

             ２－３  

 

         得点者；金﨑、吉田、ｵｳﾝｺﾞｰﾙ  

 

【試合経過】  

 高総体を挟んで約１ヵ月半ぶりにリーグ戦が再開した。各チームとも選手の入れ替わりや考

査・行事との関連でチーム状態が問われるところ…。本校は開始早々の４分に先発で入った金﨑

が右のライン際からゴール前深く蹴りこんだボールが直接ゴールに吸い込まれて先制、幸先良

いスタートを切ったが、その後は中盤を支配するも決定機を何度かはずし、ペースは徐々に相手

方に傾いていった。35 分には左 45 度からのＦＫを頭で合わされて 1-1 にされ、43 分にはペナ

ルティ内でファールを犯し、PK を与えて前半は 1-2 で折り返す。  

 後半に入ると徐々にペースが水工の方に傾き、右からのｺｰﾅｰｷｯｸを相手⑩番に直接ボレーで決

められて 1-3 と引き離され、その後はＧＫの不用意な飛び出しや指示の不徹底から 62 分までに

1-5 と 4 点ものビハインドを負ってしまう。ここまでで勝負あったかに見えたが、因縁のある水

工相手に本校選手も諦めず、64 分に金﨑→吉田とつないで、吉田がゴール左隅に綺麗に決め、

67 分には吉田→佐々木とつないだもののシュートがネットをかすめる惜しいものもあった。終

了間際にはこの日当たっていた金崎のｺｰﾅｰｷｯｸが相手ＤＦのｵｳﾝｺﾞｰﾙを生み、終わってみると 3-

5 のサッカーのスコアとしては大味な結果となった。  

 商工はエースの１年生川畑が前半のプレーで負傷（その後交代）、本来の出来には程遠く、考

査明けの練習不足から足をつる選手が続出、走りこみの必要性を感じた。首位を走るチーム相手

に先制し、後半の残り 20 分はうちのペースだっただけに敗戦が惜しまれる。（通算３勝２敗、勝

ち点９のまま、順位４位） 

 

i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第６節  

日 時：令和元年７月６日（土）13:00～  

場 所：ふれあいの丘公園 多目的運動場   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ●釜石商工 １ － ５ 千厩○  

             ０－２  

             １－３  



 

         得点者；川畑  

 

【試合経過】  

 リーグ戦上位の千厩と対戦した。前半 11 分、コーナーキックから失点。その後再三決定機を

決められず、43 分に追加点を奪われ、２点ビハインドのまま前半を終える。後半 15 分、コーナ

ーのこぼれ球から１点返したが、6 分後に味方ディフェンスの足が止まったところを決められ再

び２点差となる。後半 36 分、終了間際と相手⑩番にミドルシュートを決められ、1-5 のスコア

となった。体力面とディフェンスを強化し、決定力を鍛えて次節に臨みたい。（通算３勝３敗、

勝ち点９のまま、順位４位変わらず。） 

 

i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第７節  

日 時：令和元年７月 14 日（日）13:00～  

場 所：江刺中央運動公園グラウンド   

内 容：（４５分ハーフ）  

 

      ●釜石商工 １ － ５ 一関工高○  

             ０－２  

             １－３  

 

         得点者；川畑  

 

【試合経過】  

 リーグ戦一巡目の最終戦、これで対戦校とも一回りしたことになる。対戦相手の一関工高とは

昨年新人戦で対戦し、1-2 で惜敗した。試合は開始から相手にペースを握られてなかなかマイボ

ールと出来ず、押し込まれっぱなしとなる。前半 15 分、相手 FW に中央から DF が上手くかわさ

れて１点を失う。29 分には GK が出過ぎた所を難なく決められて 0-2、ペースをつかめないなか

前半を終える。  

 気分を入れ替えて後半に臨んだが、25 分に左サイドからのシュート気味のクロスを GK がファ

ンブル、これを⑭番に詰められ 0-3。その後 35 分、37 分と立て続けに失点、0-5 と引き離され

る。商工の反撃は終了間際の 43 分、畠山→川畑とつないで挙げた１点とどまり、前半戦の最終

戦に痛い一敗を喫した。この試合、商工はシュートチャンスが極端に少なく、後半 14 分の佐々

木翔→吉田とつないだシュートが決められなかったのが響いた。相手の寄せの早さと当たりの

強さに屈した形となり、終盤足のつる選手も続出した。二順目後半戦となるホームでのゲームに

再起を図りたい。（通算３勝４敗、順位５位に後退。） 

 



i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第１０節 
日 時：令和元年８月２４日（土）10:30～  
場 所：大船渡市赤崎グラウンド  
内 容：（４５分ハーフ）  
 
      ●釜石商工 ２ － ４ 釜石高校◯  
             ０－３  
             ２－１  
               
        得点者；川畑、佐々木翔  
 
【試合経過】  
 今シーズン２回目の釜石ダービー。開始から双方とも決め手を欠いたが、前半 31 分、それま

でさかんに裏への飛び出しを狙っていた相手 FW23 に右からの突破を許し、ＧＫと１対１とな

ったところを難なく決められて先制を許す。その５分後、同様に 55 番にＧＫがかわされ２点目、

42 分には中央から相手 DF に破られて失点し、前半は 0-3 で折り返す。  
 後半に入って４分、中央左サイドで得た FK から佐々木が上手く抜け出し相手 GK と 1 対 1
になったところを処理がもたつく間に川畑が押し込んで１点を返す。これで反撃かと思ったが、

次の点は釜石に入って 1-4 となり、勝敗は決した。この失点は後半 13 分味方 FK を簡単に中へ

入れれずパスをｲﾝﾀｰｾﾌﾟﾄされてからの失点だけに悔やまれる。商工は 33 分に吉田の FK がゴー

ル前に上がったのを佐々木が触って２点目を挙げ、点差を２点としたが、前半の失点がたたって

反撃はここまでだった。  
 商工は前半８分に港川のﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｼｭｰﾄがポストにはじかれる等、少ない得点機をものにできず、

攻撃・守備とも消極的なプレーが目立った。主力選手が肝心なところで故障から退場する場面が

あり、夏場の練習の成果が生かせなかったのが残念である。しばらく４節以降試合での勝利から

遠ざかっているので何とか次節、勝利につなげたい。  
（通算４勝６敗、勝ち点 12、（暫定）順位６位に後退。） 
 
i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第１１節  
日 時：令和元年８月３１日（土）13:00～  
場 所：江刺中央運動公園グラウンド  
内 容：（４５分ハーフ）  
 
      ◯釜石商工 ４ － ３ 岩谷堂・金ヶ崎●  
             ２－１  
             ２－２  



               
        得点者；川畑 3、佐々木翔  
 
【試合経過】  
 本校は相変わらず入りの悪さから開始早々に１点を先制され、その後得点の動かない時間が

過ぎたが、前半 38 分右サイドから多田→佐々木舞→川畑とダイレクトで渡って漸く追いつき、

40 分のコーナーからの菊池のヘッドはゴール上に惜しくも外したが、続く 42 分に同じくコー

ナーから菊池が頭で折り返したところを川畑が頭で決めて 1-2 として折り返す。  
 後半に入って 48 分には、佐々木舞がドリブルで右サイドを駆け上がり、川畑が走りこんで合

せて３点目を挙げ、50 分には中盤で相手ボールをインターセプト、畠山が前線の川畑にラスト

パスを出し、それを冷静に決めて川畑はこの日ﾊｯﾄﾄﾘｯｸを達成した。これで波に乗るかと思われ

たが、（ここが今シーズンの苦戦を物語っているが）53 分、終了間際の 89 分と立て続けにゴー

ルを割られ、終わってみると 4-3 の辛勝だった。  
 商工は前半からの再三のシュートチャンスを逃し、相手の３倍の 21 本のシュートを放ちなが

ら得点は４点のみと決定力の課題を残した。リーグ戦も残り３節を残すのみとなり、上位校との

対戦が続くが、１０月の選手権の相手も決まり、連勝して勝ち越して選手権に向け勢いをつけた

いたい。  
（通算５勝６敗、勝ち点 15、順位６位のまま。） 
 
i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第１２節 
日 時：令和元年９月１４日（土）13:00～  
場 所：大槌高校グラウンド  
内 容：（４５分ハーフ）  
 
      ●釜石商工 １ － ３ 水沢工高◯  
             ０－１  
             １－２  
               
        得点者；佐々木翔 PK  
 
【試合経過】  
 一巡目では 3-5 と大味なスコアとなった水沢工高が相手――。開始から２０分はこれまでの反

省点を踏まえ、上々の立ち上がりで、14 分にはこの日 FW に入った長峰がゴール前相手ＧＫを

かわして絶好機を迎えたが得点には至らず、逆に 22 分に自陣マークのズレから右サイドを破ら

れ、ゴール右隅に上手く決められる。両チームがこの前半の得点機を決めるか否かでその後の試

合展開に大きく影響した。前半は両チームともこの１点だけだったが、商工の方がむしろ押して



いただけに決定力の差が悔やまれる。  
 後半に入って早々の 47 分に中央から持ち込んだ佐々木が相手 DF のファールを誘い、ＰＫか

ら同点とする。続く 67 分、商工が中盤から持ち込んで 3 対 2 の数的有利であったがこれも得点

できず、逆にそこからｶｳﾝﾀｰを受け痛い失点を喫し、79 分には同じ右サイドにだされたクロスボ

ールをからの折り返しをダイレクトで合わされ、決定的な３点目を献上した。得点機次第ではど

う転んだかわからなかっただけに、手痛い敗戦となった。  
 リーグ戦も残り２節を残すのみ、上位校との対戦が続くが、何とか連勝して星を５分にしたい。 
 
i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 第１３節 
日 時：令和元年９月２３日（月）13:00～  
場 所：江刺中央運動公園グラウンド  
内 容：（４５分ハーフ）  
 
      ●釜石商工 １ － ３ 千厩高校◯  
             １－２  
             ０－１  
               
        得点者；佐々木翔  
 
【試合経過】  
 本校は開始から４分でｺｰﾅｰｷｯｸから失点を喫し、相変わらずスタートの悪さを露呈した。その

２分後には MF 畠山がシュートを打つも相手ＧＫとバーに当たってはじかれる不運もあり絶好

の得点機を逸した。逆に 20 分にはカウンターからクロスボールを入れられ、簡単に２点目を献

上してしまうという悪い展開になる。その後 32 分に交代で入った吉田が左サイドから出したグ

ラウンダーのパスに佐々木が反応し、右に流れながら綺麗に左隅にシュートを決め、前半は 1-2
で折り返す。  
 後半に入ると商工のペースでゲームは進んだが、ラストパスには至らず、千厩に何度かカウン

ターを食らった。迎えた 70 分、オフサイドラインぎりぎりに上げられたボールを DF 菊池が相

手 FW と競争となってわずかに及ばずＧＫも股下を抜かれて相手に決定的な３点目が入った時

点で試合は決した。  
 前節水沢工高戦でも同様だったが、中盤では五分に展開してもその後の攻撃の形が今ひとつ

で決定機を物にできないケースが目立ち、ＤＦもマイボールを有効に攻撃に結びつけられなか

った。相手を上回るシュートを放ちながら得点機を物にできず、またまた痛い敗戦となった。  
 リーグ戦も残り一試合、因縁の関工が相手だが、何とか先制して自信を取り戻したい。  
 
 



i-LEAGUE U-18 2019 Ｄ３ 南部エリア 最終節 
日 時：令和元年９月２８日（土）10:30～  
場 所：釜石市球技場  
内 容：（４５分ハーフ）  
 
      ◯釜石商工 ２ － １ 一関工高● 
             ０－０  
             ２－１  
               
        得点者；吉田、佐々木舞  
 
【試合経過】  
 迎えたリーグ戦最終節、本校はフルメンバーではなかったが、開始から五分五分の展開でこの

日ＤＦに入った佐々木翔が味方ＤＦを上手く統率して危ない場面を作らせず、前半は両チーム

無得点で折り返す。４分に川畑が放ったシュートはバーにはじかれたが、前半の無失点は久しぶ

りであった。  
 後半、ＧＫ釜石が負傷交代となり、これも怪我で先発を外れた菊池が急遽代役を勤め、ｷｬｯﾁﾝ

ｸﾞのミスから１点は失ったものの、それ以外は無難にこなした。攻撃面では 61 分に港川→川畑

→吉田と渡ったボールを吉田が鮮やかに決め先制、その５分後に同点とされ、試合は膠着状態に

入る。  
 ドクターヘリの飛来で一時間の中断後、試合は再開。一度冷めた体で難しいｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝではあっ

たが、ベンチを含め全員で勝利への執念を見せ、迎えた 73 分、キーマン佐々木翔から出された

ﾛﾝｸﾞﾎﾞｰﾙに佐々木舞が抜け出しＧＫとの 1 対 1 から決勝点を決めた。佐々木舞光は最終節でよ

うやく待望のリーグ初得点を挙げた。半年に渡った今シーズンのリーグ戦も最後は勝利で飾る

ことが出来た。（通算６勝８敗、勝ち点 18、最終順位６位／８チーム中） 
 
第 98 回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会１Ｒ  
日 時：令和元年１０月４日（金）13:30～  
場 所：岩手県営運動公園サッカー場  
内 容：一回戦（４０分ハーフ）  
 
      ●釜石商工 ０ － １ 水沢高校◯  
             ０－０  
             ０－１  
               
 



【試合経過】  
 高総体二回戦の再戦となったカード。４ヶ月前は０－６と大敗したが、商工は無難な立ち上が

りを見せ、両チームとも中盤で激しくボールを奪い合いう展開となった。前半 16 分には水沢の

ｺｰﾅｰｷｯｸからのシュートがワンバウンドでバーに当たって跳ね返り、商工は事なきを得たが、決

定機は両チーム合せてもこの時だけで前半は０－０で折り返す接戦となった。  
 前半の失点がなかったので、これは商工ペースと思われたが、後半に入ってもこの日もＤＦに

入った佐々木翔が上手くラインを統率し、水沢のスルーパスをことごとくオフサイドにした。逆

に商工の攻撃は単発で、エースの川畑も故障から精彩を欠いた。均衡が破れぬまま迎えた 56 分

水沢の左コーナーキックから長身の 24 番がニアポストでヘッドで決め、これが決勝点となる。

セットプレーは充分気をつけていたが、この時だけニアポストに運ばれ、ＧＫの対応が遅れたこ

とが悔やまれる。  
 残り 10 分となって商工はＤＦ佐々木を本来の攻撃に戻し、ボールを集め、73 分、頭上裏に出

されたボールに上手く反応し、相手ＧＫが出てきたところをループで狙ったが、ワンバウンドし

たシュートは惜しくもポストに嫌われ同点とはならなかった。  
 終わってみると手元の集計ではシュート数で商工 2 本に対して水沢 4 本といかに双方の守備

が光ったかがわかる。その中で守備に重点を置いて失点を最小限にしたのはリーグ戦で失点の

多さを反省したことによる。その分攻撃に幅がなかった点、選手層の薄さに今後の課題を残した。

ここまで続けてくれた４人の三年生を労いたい。 
 
第 54 回岩手県高等学校新人サッカー大会  
日 時：令和元年１１月１５日（金）～１７日（日）  
場 所：岩手県営運動公園サッカー場  
内 容：一回戦（３５分ハーフ）  
 
      ◯釜石商工 ６ － １ 大槌・岩谷堂・金ヶ崎●  
             ３－１  
             ３－０  
 
        得点；川畑、菊池、佐々木翔 2、米澤、佐々木舞  
               
 
【試合経過】  
 商工はキープレイヤーの佐々木翔をＤＦに置いて守備重視の布陣で初戦に臨んだ。開始５分、

右からの大きなｻｲﾄﾞﾁｪﾝｼﾞから相手ボールをカットした川畑が上手く抜け出してＧＫとの１対１

から綺麗にゴールに流し込んで先制。その後相手に追いつかれるも、失点に絡んだ菊池が 22 分

に右ｺｰﾅｰｷｯｸから直接頭で決めてミスを帳消しにした。31 分には同じ右ｺｰﾅｰからゴール前の混戦



で佐々木翔が押し込んで前半は 3-1 で折り返す。  
 後半に入って、54 分にまたまた右ｺｰﾅｰｷｯｸから上がった米澤が頭で合せて嬉しい追加点を奪

い、60 分には佐々木舞、終了間際の 69 分には佐々木翔がこの日 2 点目をそれぞれ挙げて快勝

した。  
 
     二回戦（３５分ハーフ）  
 
      ●釜石商工 ０ － ２ 遠野高校◯  
             ０－１  
             ０－１  
 
【試合経過】  
 二回戦は第２シードの遠野高校と対戦。商工は一回戦同様、守備重視の布陣でスタートしたが

特段守備に人数をかけず、四つに組んだ展開となった。開始から８分、真ん中から右に振られた

ボールを相手右 MF がドリブルで持ち込んでセンタリング、ＤＦがかわされて相手⑩番に余裕

を持って決められる。しかしその後はＤＦ陣が奮闘して、相手に決定機を許さず、中盤もﾎﾟｾﾞｯ

ｼｮﾝで持ちこたえて何とか前半を１点ビハインドで終えた。  
 後半に入っても商工の体力は衰えず、相手決定機は何度か合ったが、得点は許さなかった。時

間がジリジリト経過してこのままいくかと思われた 41 分、味方パスをカットされて短くつなが

れ、ゴール前ＧＫも思い切って出たがかわされて⑩番にゴールを許し 0-2 となる。個人技に勝る

遠野はその後も左右にサイドを代えながらボールを入れてくるが、商工守備陣が体を張って防

いだ。残り 20 分となって商工は佐々木翔を前線に上げ、攻撃に厚みをかける。中盤でも遠野を

翻弄するパスワークを見せる場面もあったが、如何せん有効なラストパスまでは繋がらなかっ

た。それでも最後まで気力・体力は衰えず、0-2 のままゲームセットとなった。  
 16 人で臨んだ新人大会だったが、選手には強豪相手に怯むことなく果敢に向って行ったこと

評価に値すると思う。選手層が薄い点は否めないが、今大会を通じて明確なチーム目標を見据え

ることが出来、来シーズンに期待を持てるナイスゲームだった。選手の顔には満足感が満ちてい

た。 


