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デンソーカップサッカー ０２
ニューズレター volume １
日韓の大学オールスターが国立に集う！
〜２００１年北京ユニバーシアード金メダリストがフィ−ルドを駆け巡る〜
今回で６回目を迎えるこの大会。本年は２０
０２年 FIFA ワールドカップ共催国の韓国から、
大学のオールスターを招いて国立霞ヶ丘競技場
に舞台を移し開催される。昨年は、全日本大学
選抜チームが２−０と勝利し、２連勝を果たし
た。２００１年は、東アジア大会(大阪５月)、
北京ユニバーシアード大会( 中国･北京８月) と
大学選抜チームが２大会において金メダルを獲
得する快挙を成し遂げている。思い起こせば、
この快進撃の始まりもデンソーカップサッカー
大会からであった。
昨年のチーム からは、平川（筑波大学→浦和
レッズ）、堀之内（東京学芸大学→浦和レッズ）、
山根（国士舘大学→浦和レッズ）、太田（福岡大
学→アビスパ福岡）、吉村（愛知学院大学→名古
屋グランパス）、羽生（筑波大学→ジェフ市原）、
坪井（福岡大学→浦和レッズ）
、三上（駒澤大学
→浦和レッズ）、石川（筑波大学→鹿島アントラ
ーズ）、藤田（順天堂大学→モンテディオ山形）
ら多くのタレントがプロ選手として巣立ってい

った。
今大会の注目選手は、過去２大会で勝負どこ
ろに必ず得点している｢平成の牛若丸｣こと FW
深井（駒澤大学４年）
。多くの国際経験を重ね、
小兵ながら世界のスタンダードに充分通用する
ことを証明した。｢北京大会のシンデレラボー
イ｣FW 巻（駒澤大学４年）とのコンビで破壊力
ある攻撃が期待される。さらに最終兵器｢超人｣
FW 阿部（流通経済大学４年）が韓国ゴールに迫
る。守っては｢ユニバの砦｣小林（筑波大学４年）
が千代反田（筑波大学４年）とコンビを組めば、
韓国攻撃陣の突破も容易くは無いはず。

今年も見所いっぱいの日韓大学決戦の
闘志あふれる戦いに御声援を！
スタジアムに足を運んで、
この熱気と興奮を感じてください。

写真提供：
飯嶋玲子（オフィス NID）

２００２年日韓国民交流年記念事業

カレッジサッカーセントラル http://college-soccer.com/

デンソーカップサッカー ０２

２００２年４月７日(日)

１３：３０ キックオフ 国立霞ヶ丘競技場

全日本大学選抜チーム vs 全韓國大学選抜チーム
主

催：財団法人日本サッカー協会・全日本大学サッカー連盟

共

催：朝日新聞社･東亜日報社（韓国）

主

管：関東サッカー協会･(財)東京都サッカー協会・関東大学サッカー連盟

後

援：外務省・文部科学省・駐日韓國大使館文化院・日刊スポーツ新聞社・テレビ東京

特別協賛：株式会社デンソー
協

賛：全日本空輸・エアーニッポン・アシックス・大塚製薬・ミカサボール

協

力：大韓体育会中央本部

会

場：国立霞ヶ丘競技場 (最寄駅：JR 千駄ヶ谷･信濃町･都営地下鉄大江戸線国立競技場)

入 場 券： 前売券： S 席 1800 円 自由席 大人 1300 円 中高生 800 円
当日券： S 席 2000 円 自由席 大人 1500 円 中高生 1000 円 小学生 500 円

関連ホームページ：
㈱デンソー http://www.denso.co.jp/DENSOCUP2000/
日本サッカー協会 http://www.jfa.or.jp/
東京都サッカー協会 http://www.tokyofa.or.jp/
カレッジサッカーセントラル http://college-soccer.com/
国立霞ヶ丘競技場 http://www.ntgk.go.jp/kyougi/event̲f.html

デンソーカップサッカー大会の概要
『デンソーカップサッカー ０２』に出場する全日本大学選抜チームは、３月６日 (水)〜１０日(日)香川県丸亀市・
高瀬町で開
催された『デンソーカップチャレンジサッカー香川大会』で活躍した、全国９地域より選抜された１２８名の大学サッカーマン
の中から選出されました。この正真正銘の｢全日本大学サッカー選抜チーム｣は、韓国ウルサンにて海外キャンプを行なっ
たのちに、この大会に臨みます。
62 年(1987 年)3 月 10 日~13 日、寒風吹く愛知県｢トヨタスポーツセンター｣に、トヨタ自動車サッカー部の協力を
得て、全国 9 地域から大学地域選抜チームが集まった。正真正銘の｢全日本大学選抜チーム｣を作るためである。
これは、前年に始まった『中京テレビ杯全日本大学サッカー･オールスター東西対抗戦』を契機とし、全日本大学サ
ッカー連盟が初めて組織的に取り組んだ強化事業であった。
中京テレビの協力でスタートしたこの大会も、その後佐賀県唐津市の熱心なお誘いにより大会の基礎が出来上がり、
平成 4 年（1992 年）からは株式会社デンソー（当時・日本電装株式会社）の特別協賛により本格的な支援を受け『日
本電装カップチャレンジサッカー大会』として飛躍的な発展を遂げ、今日の『デンソーカップサッカー大会』に至っ
ている。現在の『デンソーカップサッカー大会』は、次の 3 つの行事から構成される。

１ デンソーカップチャレンジサッカー(全日本大学サッカー選抜チームの選考)
全国 9 地域の大学選抜チームによる対抗戦。この大会の優秀選手が全日本大学選抜チームの一員となる。
１９９２年 鹿児島県（
鹿児島市、鹿屋市） １９９３年 佐賀県（
唐津市） １９９４年 愛媛県（
松山市）
１９９５年 福岡県（
福岡市、春日市） １９９６年 愛知県（
名古屋市、刈谷市） １９９７年 福岡県（
福岡市）
１９９８年 沖縄県(石垣市) １９９９年 福島県（
楢葉町） ２０００年宮崎県（
西都市･綾町）
２００１年 熊本県（
大津町） ２００２年 香川県（
丸亀市・
高瀬町）

２ デンソーカップ海外キャンプ（
全日本大学サッカーチームの強化）

国際的なサッカーのレベルを経験する海外での武者修業。
１９９２年 中国

１９９３年 ブラジル

１９９４年 イタリア

１９９５年 フランス

１９９６年 中米３カ国（コスタリカ、トリニダード・トバコ他） １９９７年 イタリア
１９９９年 スペイン

２０００年 オーストラリア

２００１年 イタリア

１９９８年 アメリカ合衆国

２００２年 韓国

３ デンソーカップサッカー（
全日本大学サッカーチームの成果を披露）
１９９７年 全日本大学選抜１−０全韓国学生選抜(国立西が丘サッカー場)
１９９８年 全日本大学選抜０−１全韓国学生選抜（
国立霞ヶ丘競技場）
１９９９年 全日本大学選抜０−１全韓国学生選抜（
国立霞ヶ丘競技場）
２０００年 全日本大学選抜４−１全韓国学生選抜（
横浜国際総合競技場）
２００１年 全日本大学選抜２−０全韓国学生選抜（
横浜国際総合競技場）
この３つの行事により構成される『デンソーカップサッカー大会』は、大会趣旨にある｢学生スポーツマンとしての
プライドの育成｣、｢学生としてのスケールアップ｣、｢インターナショナルなセンスの養成｣を達成すべく大いに成果を
あげている。この大会は、日本を代表する多くの選手の登竜門となり、１９９５年ユニバーシアード福岡大会では｢日
本サッカー界で初の金メダル｣を獲得、昨年夏のユニバーシアード北京大会では２度の金メダルを獲得する偉業を成し
遂げた。

デンソーチャレンジサッカー香川大会最終順位（2002 年 3 月 6 日〜3 月 10 日）
優勝 関西選抜Ｂ

４位 関西選抜Ａ

７位 北海道・東北選抜

２位 関東選抜Ｂ

５位 九州選抜

３位 関東選抜Ａ

６位 東海・
北信越選抜Ａ

８位 中国・
四国選抜

全日本大学選抜 デンソーカップ韓国ウルサンキャンプ（2002 年 3 月 29 日〜4 月 4 日）
スタッフ
団長：
宇野 勝(東海大学) 監督：
吉見 章(明治大学)コーチ：
鎌田 安久(岩手大学) コーチ：
桂 豊(甲南大学)
ﾄﾞｸﾀｰ：
森 孝久(市立宇和島病院) ﾄﾚｰﾅｰ：
西垣輝光(小守ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）
主務：
山田晃大 （
順天堂大学）

メンバー
NO. 位置 選手名

チーム

学年

大学名

出身校（前登録）

1

GK

高原 寿康 東海・北信越選抜 3 年 愛知学院大学 岐阜工業高

2

DF

江添建次郎 関西選抜 B

1 年 桃山学院大学

玉野光南高

3

DF

小林 宏之 関東選抜Ａ

3 年 筑波大学

清水商業高

4

DF

千代反田充 関東選抜Ａ

3 年 筑波大学

東福岡高

5

DF

山口 陽平 関西選抜Ａ

1 年 関西学院大学 松商学園高

6

MF

高林 佑樹 関東選抜Ａ

3 年 筑波大学

7

MF

下村 東美 関西選抜Ａ

3 年 大阪体育大学 札幌第一高

8

DF

加藤 秀典 九州選抜

2 年 福岡大学

9

FW

阿部 吉朗 関東選抜Ｂ

3 年 流通経済大学 常総学院高

10

FW

深井 正樹 関東選抜Ａ

3 年 駒澤大学

韮崎高

11

FW

巻 誠一郎 関東選抜Ａ

3 年 駒澤大学

大津高

12

DF

山田 憲司 関西選抜Ｂ

3 年 関西学院大学 藤枝東高

13

DF

中村

2 年 鹿屋体育大学 滝川第二高

14

MF

久島 寿樹 関東選抜Ａ

3 年 国士舘大学

15

MF

桑原豪太郎 九州選抜

3 年 第一経済大学 麻布大学附属渕野辺高

16

GK

植草 裕樹 関東選抜Ａ

1 年 早稲田大学

17

MF

菊池 剛司 九州選抜

3 年 福岡大学

南宇和高

18

FW

松浦 宏治 関西選抜Ａ

3 年 阪南大学

三原高

19

FW

天野 幹也 関西選抜Ｂ

3 年 関西学院大学 山城高

20

DF

大森 敬之 東海・
北信越選抜 2 年 静岡産業大学 浜名高

21

MF

石田 祐樹 北海道・
東北選抜 3 年 道都大学

22

MF

保坂 一成 関東選抜Ｂ

亮

九州選抜

清水東高

四日市中央工業高

武蔵野東高(ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ川崎ﾕｰｽ)

市立船橋高

札幌白石高

1 年 東京学芸大学 府中東高(ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ川崎ﾕｰｽ)

