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いよいよ興國学園100周年への道のりが始まりました。

その歴史とともにある硬式野球部はプロ野球界、社会人野球のみならず、

企業人としても活躍する人材を育ててまいりました。

この度、多くの野球人の思いを受け、高校野球界では先駆的に、元プロ野球選手をはじめ

本格的なスタッフも充実いたしました。

白球を追う青年達が、個の力を最大限に伸ばし、晴れの舞台に挑んでくれることを期待します。

興國高等学校硬式野球部

興國野球部の新たな歴史を。

トレーナー

大塚 建彦
おおつか たてひこ

スーパーバイザー

副部長

三木　仁
みき まさし

【経歴】

【球歴】

平成10年
平成14年

平成9年
平成12年
平成14年

上宮高等学校 卒業
慶應義塾大学 総合政策学部 卒業

第69回選抜高等学校野球大会 出場
明治神宮大会 優勝
大阪近鉄バファローズ ドラフト指名　

涉外担当【社会科教諭】岡里 義紀
おかざと よしのり

【経歴】

【球歴】

昭和59年
昭和63年

昭和56年
昭和60年

興國高等学校 卒業
龍谷大学 文学部卒業

選手権大阪大会 ベスト8
全国大学野球選手権大会出場

【経歴】

【球歴】

昭和43年 平安高等学校卒業
経歴

大塚鍼灸接骨院院長

トレーナー

篁 浩平
たかむら こうへい

平成18年 京都学園高等学校卒業
経歴

大塚鍼灸接骨院
柔道整復師  講道館柔道3段

トレーナー

藤川 敬介
ふじかわ けいすけ

平成29年 明治国際医療大学卒業
経歴

大塚鍼灸接骨院
柔道整復師

トレーナー

瀧尻 勝也
たきじり かつや

平成18年 京都学園高等学校卒業
経歴

たきじり治療院院長
鍼灸師

コンディショニングトレーナー

大筆 裕貴
おおふで ゆうき

平成27年 京都医健専門学校 鍼灸科
　　　　　アスレティックトレーナー科卒業

経歴

大塚鍼灸接骨院
鍼灸師  アスレティックトレーナー

スーパーバイザー 清原 大貴
きよはら だいき

【経歴】

【球歴】

平成20年
平成20年
平成28年
平成28年

平成18年
平成19年
平成20年
平成22年

常総学院高等学校 卒業
阪神タイガース高校生ドラフト3位
近畿医療専門学校 卒業
柔道整復師 国家資格取得

第88回全国高等学校選手権大会 出場
第89回全国高等学校選手権大会 出場
阪神タイガース（2008～2013年）
第17回IBAFインターコンチネンタルカップ
日本代表　

コーチ／寮監【社会科教諭】茂山 永嗣
しげやま えいじ

【経歴】

【球歴】

平成23年
平成27年

平成21年
平成22年

三重高等学校 卒業
国士舘大学 政経学部卒業

第91回全国高等学校野球選手権大会 出場
第82回選抜高等学校野球大会 出場　

コーチ【保健体育科教諭】小倉 慧祐
おぐら けいすけ

【経歴】

【球歴】

【経歴】

【球歴】

副部長
【経歴】

【球歴】

平成21年
平成25年

平成20年
平成24年

興國高等学校 卒業
大阪体育大学 卒業

大阪府春季大会ベスト8
全日本大学野球選手権大会出場
明治神宮野球大会出場

捕手コーチ 元田 昌義
もとだ まさよし

学校法人興國学園　興國高等学校

理事長  校長　草島　葉子
（大阪府高等学校野球連盟 副会長）

創立100
周年
に向け

て
喜多 隆志
き た た か し

【経歴】
平成10年
平成14年
【球歴】
平成8年
平成9年
平成12年
平成13年

平成14年

平成23年

智辯学園和歌山高等学校  卒業
慶應義塾大学総合政策学部  卒業

第68回選抜高等学校野球大会  準優勝
第79回全国高等学校野球選手権大会  優勝
明治神宮大会  優勝
東京六大学野球シーズン首位打者
（.535／最高打率更新）
※ベストナイン4回／通算安打数114本
千葉ロッテマリーンズ ドラフト1位指名
（～2006年）
※パリーグ新人選手として史上初の2試合連続サヨナラヒット
智辯学園和歌山高等学校 野球部副部長・部長
※甲子園大会4度出場

第10回 センバツ大会出場
第28回 センバツ大会出場
第29回 センバツ大会出場
第30回 センバツ大会出場
第40回 センバツ大会出場
第50回 選手権大会出場
第57回 選手権大会出場

大 会 実 績

スタッフ紹介
部長

3季連続
ベスト8進出！！

・大阪府高等学校野球大会 ベスト8
・秋季大阪府予選 ベスト8

令和2年度

・春季大阪府予選 ベスト8
令和3年度

（1964～1969年）

（1970～1995年）
（1996年）
（1998年）
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チームから信頼される選
手になり、甲子園出場とい
う目標を達成したいです。

攻守にわたりチームを引っ
張ります。そしてチームの
目標である甲子園出場を
達成します。

チームのムードメーカーと
して声で仲間を元気づけ、
プレーでもチームを引っ張
り、甲子園を目指します。

自分の武器であるムービ
ングのストレートを生か
し、強豪相手に通用する
ピッチャーになります。

自分の持ち味である、遠く
へ飛ばす力を磨き、甲子園
に出場できるよう頑張りま
す。

持ち味のスピードを活か
し、攻守でチームに貢献で
きるように頑張ります。

チームのために全力でプ
レーし、先輩達の大会で勝
利に貢献する活躍をした
いです。

常に向上心を持ち、自分の
投球でチームを甲子園に
連れていけるような投手
になります。

O B 紹 介 選 手 紹 介

開幕投手
2020年秋季リーグ戦

内野手／外野手

大森 隼君
アスリートアドバンスコース

（枚方市立山田中学校出身）

植田 健人選手中央大学 平成29年度アスリートアドバンスコース卒業
（平群町立平群中学校）

山下 健信君

チームの大黒柱。抜群の人間性で
チームを牽引する強肩強打の主将。
チームの大黒柱。抜群の人間性で
チームを牽引する強肩強打の主将。

（大東市立南郷中学校出身）
アスリートアドバンスコース 3年 田坂 祐士君

全力投球が真骨頂。
右打者へのクロスファイヤーは一級品。
全力投球が真骨頂。
右打者へのクロスファイヤーは一級品。

（加古川市立陵南中学校出身）
アスリートアドバンスコース 3年

大江 遼也君

冷静沈着。今春の履正社戦勝利の立役者。
田坂、大江のWエース完成。
冷静沈着。今春の履正社戦勝利の立役者。
田坂、大江のWエース完成。

（大阪市立港中学校出身）
アスリートアドバンスコース 3年 宮内 佑一郎君

春5試合で2本塁打の主砲。春5試合で2本塁打の主砲。

（羽曳野市立峰塚中学校出身）
アスリートアドバンスコース 3年

興國野球部の
新たな歴史創ります！

PICKUP
PLAYER

今年も活
躍が期待

される

今年も活
躍が期待

される

注目の選
手

注目の選
手

勝利投手
2021年 春季フレッシュトーナメント

浅利 太門選手明治大学 令和2年度アスリートアドバンスコース卒業
（大阪市立堀江中学校）

2年

内野手

中村 莞爾君
アスリートアドバンスコース

（奈良市立登美ヶ丘北中学校出身）
2年

外野手

池上 巧馬君
アスリートアドバンスコース

（御浜町立阿田和中学校出身）
2年

投　手

森 治仁君
アスリートアドバンスコース

（大阪市立夕陽丘中学校出身）
2年

内野手

矢野 雄大君
アスリートアドバンスコース

（堺市立旭中学校出身）
1年

内野手

吉村 祐輝君
アスリートアドバンスコース

（大阪市立田辺中学校出身）
1年

内野手

古城 凌大君
アスリートアドバンスコース

（神戸市立大池中学校出身）
1年

投　手

大辻 麟太郎君
アスリートアドバンスコース

（大阪市立高津中学校出身）
1年

プロも注目するキーマン達が
46年ぶりの夢の舞台を目指します！
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アスリートアドバンスコースの先輩達は文武両道を果たし、センター試験や一般入試
での難関大学合格を成し遂げました。また、3年間の努力が認められ学校推薦を勝ち
取った部員、部活動で培った礼儀や周囲への配慮、我慢強さを活かして希望企業への
就職を果たした部員がたくさんいます。
硬式野球部の活動は、体力作りや甲子園出場だけでなく、将来の進路にも繋がっています。

硬式野球部
合格実績

大学合格実績（過去６年間抜粋）

野球部で流す汗は、将来の夢に繋がっている！

就職実績

特 待 生 制 度

公立高校体育科、他の私立高校では考えられない大変お得な特待生制度です。
優れた成績で中学校を卒業される皆さんの実績を評価し、有利な条件で文武両
道を応援します。スポーツ特待生制度も充実しております。詳しくはクラブ顧
問までお問い合わせください。

令和3年度

200,000円
1,200円

163,400円
4,000円
4,000円
64,900円
21,000円
21,500円
480,000円

203,000円
－39,600円
163,400円

203,000円
254,000円
153,000円
610,000円

約325,000円ハワイ方面

学習成績特待生制度

・入学金（200,000円）全額免除
・3年間授業料（年間610,000円）実質無償（国からの就学支援金で充当）
・入学時の指定品代（約150,000円）をサポート
  （夏冬制服・制鞄・制靴・夏冬体操服・教科書等をサポート）
・研修旅行費用（上限300,000円）をサポート
・進路対策費用（3年間で約600,000円）をサポート
※勉強合宿・特別講習・各種検定試験の費用・各種模擬試験の費用も含まれます。
・PTA会費・生徒会費・学級費（3年間で約250,000円）をサポート

減免の
タイプ

ＳＳＡ

ＳＡ

適用条件 5教科の実力テストの合計（500点満点）
※10月以降年内実施分2回の平均 減　免　内　容

360点以上～400点未満の入学生

・入学金（200,000円）全額免除
・3年間授業料（年間610,000円）実質無償（国からの就学支援金で充当）
・入学時の指定品代（約150,000円）をサポート
  （夏冬制服・制鞄・制靴・夏冬体操服・教科書等をサポート）
・研修旅行費用（上限300,000円）をサポート

・入学金（200,000円）全額免除

A
・入学金（200,000円）全額免除
・入学時の指定品代（約150,000円）をサポート
  （夏冬制服・制鞄・制靴・夏冬体操服・教科書等をサポート）
・研修旅行費用（上限300,000円）をサポート

・入学金（200,000円）全額免除
・入学時の指定品代（約150,000円）をサポート
  （夏冬制服・制鞄・制靴・夏冬体操服・教科書等をサポート）

専願

380点以上～420点未満の入学生併願

310点以上～360点未満の入学生
Ｂ

専願

330点以上～380点未満の入学生併願

250点以上～310点未満の入学生
Ｃ

D

専願

220点以上～250点未満の入学生専願

270点以上～330点未満の入学生併願

430点以上の入学生専願

450点以上の入学生併願

400点以上～430点未満の入学生専願

420点以上～450点未満の入学生併願

・入学金（100,000円）半額免除

大阪府外
特待

＊大阪府外の中学校を卒業予定の入学生
　但し、入学後自宅から通学可能な生徒に限る。 ・入学金（200,000円）全額免除

明治大学関　東 中央大学 東洋大学 国際武道大学 横浜商科大学

株式会社松源(マツゲン箕島硬式野球部)社会人野球 株式会社資生堂(軟式野球部)

海上保安学校 陸上自衛隊

佐川印刷株式会社(軟式野球部) 金岡中央病院(軟式野球部)

公務員

一般企業 西日本旅客鉄道株式会社 日新製鋼株式会社 株式会社神戸屋

株式会社きんでん ダイドー株式会社 吉川運輸株式会社
新日鐵住金株式会社 トヨタカローラ南海株式会社 ネッツトヨタ南海株式会社

立命館大学関　西 関西大学 近畿大学 甲南大学 龍谷大学
摂南大学 神戸学院大学 追手門学院大学 桃山学院大学 大阪体育大学

東北福祉大学その他 島根県立大学 東京農業大学 オホーツクキャンパス 福井工業大学 北陸大学
中京学院大学 中央学院大学 中部学院大学 広島国際大学 岡山商科大学

天理大学 京都外国語大学 大阪工業大学 大阪商業大学 阪南大学
大阪電気通信大学 大阪経済法科大学 大阪産業大学 大阪学院大学 帝塚山大学
宝塚医療大学 長浜バイオ大学 びわこ成蹊スポーツ大学 関西国際大学 太成学院大学

取り組む。
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緑あざやかな人工芝グラウンド、
生徒とのコミュニケーションを大切にした
オープンな職員室…。
明るく清潔感のある８階建ての校舎は、
「環境が人を作る」という思いのもと、
興國高校の改革の一つとして造りあげたものです。
そして、90周年記念事業の一つとして、
西館ウエストタワー竣工に続き、2017年、
2000名を超える生徒が一堂に会すことのできる新アリーナが誕生。
生徒一人ひとりのさらなる成長を支えます。

最高の環境で、
自分の花を咲かせる。

諸経費
野球用品

【令和3年度】

【令和3年度】

紺色（カラーソックス可）

6,800円
12,000円
5,100円
2,300円
7,200円
4,700円
4,700円
4,000円
8,300円
4,800円
15,000円
4,200円
6,000円
18,700円

試合用帽子
試合用ユニフォームシャツ
試合用ユニフォームパンツ
試合用ストッキング
練習試合用ユニフォームシャツ
半袖昇華Tシャツ（白）
半袖昇華Tシャツ（紺）
ハーフパンツ
半袖プレジャン
プレジャンパンツ
グランドコート
ポロシャツ
トレーニングシューズ
チームバッグ

103,800円

ATHLETIC CENTER ARENA
新アリーナ 武道場やジムなどを備えた地下１階、地上４階建ての講堂兼体育館が2017年６月に完成。

授業や式典だけでなく楽しいイベントが行われています！

PROTEIN BAR

眺めのよい８階のメインホール。
通天閣や四天王寺、ハルカスが一望MEMORIAL HALL

美しい眺めを見ながらパッティング

新西館ウエストタワー 2015年12月竣工。
本館のデザインを受け継ぎ、新しく生まれ変わった新校舎は魅力がいっぱい！

ENTRANCE CAFE&STUDY

パッティング練習場

白色
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硬式野球部
年間スケジュール

 【令和3年度】

お問い合わせ 興國高等学校
TEL：06-6779-8151　FAX：06-6779-8174
E-mail／kokokuhs@oak.ocn.ne.jp

5月 春季近畿地区大会

10月 健康診断（内科検診・心電図）

3月 センバツ高等学校野球大会

7月 全国高等学校野球選手権 大阪大会

9月 秋季近畿地区大会 大阪府予選

11月 秋季近畿地区大会

春季近畿地区大会 大阪府予選
新入部員説明会/春季保護者会

4月

全国高等学校野球選手権大会
夏季保護者会

8月

枚方グランドは1992年にオープンし、硬式野球部の活動拠点として試合や練習

で使用されてきました。2012年春、その枚方グランドが「KOKOKUアスリート

キャンパス」として新しく生まれ変わりました。クラブロッジが新設されただけ

でなく、バックネット裏には本部2階に観覧席が設けられ、より本格的なスタジア

ムになりました！ この新生KOKOKUアスリートキャンパスで、選手達のさらな

る活躍を期待したいと思います！

KOKOKU
アスリートキャンパス

自慢の枚方グランドはもちろん、

トレーニング室や寺田町グランドなど、

充実した環境で練習しています。
ブルペン

サブバッティング場

KOKOKU
アスリートキャンパス
（枚方グランド）地図

■ファミリーマート

※上記スケジュールは変更になる場合もございます。あらかじめご了承下さい。

入 学 ま で の 予 定

6月 19日（土） 第1回個別相談会＆学校見学

7月 17日（土） 第2回個別相談会＆学校見学

8月 21日（土） KOKOKU夏祭

9月 18日（土） 第3回個別相談会＆学校見学

10月 23日（土） 第1回学校説明会＆個別相談会

20日（土） KOKOKU体験フェスティバル11月

4日（土） 第2回学校説明会＆個別相談会12月

18日（土） 第3回学校説明会＆個別相談会12月

10日（木） 入学試験・併願者面接

2月
11日（金・祝） 専願者面接

12日（土） 合格通知発送

19日（土） 専願者手続き

1月
24日（月） 願書受付開始

31日（月） 願書締切
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https://www.kokoku.ed.jp/

E-Mail : kokokuhs@oak.ocn.ne.jp

練習参加・
クラブに関する
お問い合わせはこちら
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