
2022KOKOKU HIGH SCHOOL

RUGBY FOOTBALL

2 0 2 2

W
e spare no effort to w

in! 興國高等学校
ラグビー部クラブパンフレット



慶應義塾大学
天理大学

日本大学
京都産業大学
追手門学院大学
立命館大学

大阪体育大学
東洋大学
桃山学院大学
関西大学

龍谷大学
駒澤大学
阪南大学
近畿大学

摂南大学
流通経済大学
大阪国際大学

・・・他

興國高校ラグビー部は、全国大会出場、国体優勝などの経験がある伝統のラグビー部です。

現在も全国大会優勝を最大の目標に、日々練習に励んでいます。

サポート体制も充実し、練習環境、スタッフ、学校のバックアップなど高校生活を送りながらラグビーに没頭できる最高の環境です。

クラブの方針として、社会に出てから貢献できる人材を育てるべく、ラグビーだけでなく、学校生活や私生活についても指導します。

またラグビーはその人のすべてが出るスポーツ！ 生活のすべてがラグビーに繋がっているのです。

興國高等学校ラグビー部

進路実績

スタッフ紹介

ヘッドコーチ

村田 賢史
保健体育科教諭
Kenji Murata

2006年　啓光学園高等学校 卒業
2010年　早稲田大学 スポーツ科学部 卒業
NTTドコモレッドハリケーンズに加入し、
5シーズンプレー。
2015年 釜石シーウェイブスへ加入し、
2018年に退団。

高校：第6回 全国高校選抜ラグビー大会 優勝
　　　第83、84回
　　　全国高等学校ラグビーフットボール大会 優勝
　　　2005年度 高校日本代表 選出
大学：第44、45回
　　　全国大学ラグビーフットボール選手権大会 優勝
　　　平成18、19、21年度 
　　　関東大学ラグビー対抗戦 優勝
新スタートコーチ

経　歴

競技歴

BKコーチ

石田 啓太
保健体育科教諭
Keita Ishida

2006年　早稲田実業高等学校 卒業

2010年　早稲田大学 スポーツ科学部 卒業

中学：東京都代表／東日本大会 ベスト8

高校：東京都 ベスト8

大学：平成18年度　関東大学対抗戦 優勝

　　　平成19年度　関東大学対抗戦 優勝

　　　平成21年度　関東大学対抗戦 優勝 

　　　第44回　全国大学選手権大会 優勝

　　　第45回　全国大学選手権大会 優勝

新スタートコーチ

経　歴

競技歴

監 督

伊藤 矢一
保健体育科教諭
Yaichi Ito

2006年　桐蔭学園高等学校 卒業
2010年　筑波大学 体育専門学群 卒業

中学：関東中学生選抜 オール関東／東日本大会優勝
高校：East Japan Highschool 2005
　　　第85回 全国高等学校ラグビーフットボール
　　　大会 準優勝
　　　国民体育大会 5位／U19 日本代表候補
大学：平成21年度関東大学対抗戦 第3位
JRFU強化コーチ／日本ラグビーフットボール協会
ユースコーチ／U17日本代表コーチ
全国高体連ラグビー専門部常任委員
日本ラグビーフットボール協会高校委員

経　歴

競技歴

部 長

守岡 岳明
保健体育科教諭
Takeaki Morioka

2002年　啓光学園高等学校 卒業

2006年　大阪体育大学 体育学部 卒業

中学：大阪府中学校選抜 オール大阪

高校：第2回 全国高等学校選抜大会 優勝

　　　第81回 全国高等学校ラグビーフットボール

　　　大会 優勝

大学：第41回 全国大学選手権大会 ベスト8

新スタートコーチ

関西協会公認B級レフリー

経　歴

競技歴

中山 牙君
フランカー

アスリートアドバンスコース2年
(大阪市立市岡中学校)

下和田 悠翔君
ロック

アスリートアドバンスコース3年
(大阪市立相生中学校)

山﨑 愛羅君
ロック

アスリートアドバンスコース2年
(交野市立第一中学校)

野村 魁人君
スタンドオフ

アスリートアドバンスコース2年
(大東市立深野中学校)

野下 光流君

ウイング

アスリートアドバンスコース1年
（東大阪市立英田中学校出身）

本田 稜真君
フルバック

アスリートアドバンスコース2年
(摂津市立第四中学校)

立命館大学 進学
令和元年度 アスリートアドバンスコース卒業生

浦山 日向君（　　　）大阪市立大正北
中学校出身

東洋大学 進学
平成29年度 アスリートアドバンスコース卒業生

老田 龍平君（　　　）摂津市立第一
中学校出身

関西大学 進学
令和元年度 アスリートアドバンスコース卒業生

河地 亘功君（　　　）大阪市立
港中学校出身

京都産業大学 進学
令和元年度 アスリートアドバンスコース卒業生

古里 勇人君（　　　）大阪市立住之江
中学校出身

京都産業大学 進学
令和元年度 アスリートアドバンスコース卒業生

井上 康晴君（　　　）河合町立河合
第二中学校出身

摂南大学 進学
令和元年度 アスリートアドバンスコース卒業生

石崎　聖君（　　　）四條畷市立四條畷
西中学校出身

兵庫県警察官
令和元年度 キャリアトライコース卒業生

永井 慎太郎さん（　　　）東大阪市立枚岡
中学校出身

山梨学院大学 進学
平成29年度 アスリートアドバンスコース卒業生

片本　光君（　　　）豊中市立第14
中学校出身

日本大学 進学
令和2年度 アスリートアドバンスコース卒業生

中瀬 健太郎君（　　　）交野市立
第一中学校出身

社会人でも活躍中！

平成26年度 アスリートアドバンスコース卒業生

牛窪 心希さん
＜大阪市立港南中学校出身＞

大阪国際大学卒業

卒業生の

主な進路先

釜石シーウェイブス所属

ジェシー パトリック メイジャー君左
アスリートアドバンスコース2年 （ニュージーランド）

ヴァスキザカウ セカイア シワタ君中
アスリートアドバンスコース3年 （フィジー）

ディクラン ヴァン ワイク君右
アスリートアドバンスコース2年 （ニュージーランド）

留学生紹介
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詳細はラグビー部スタッフにお問い合わせ下さい。

本場のラグビーから心・技・体を学ぶ

ヨーロッパで15人制のテストマッチ、
ドバイで7人制の
ワールドシリーズを観戦します！

イングランド・ドバイ研修旅行スケジュール
1. プレミアシップ
　 「ハリクインズvsグロスター・ラグビー」観戦
　 ＠ロンドン トゥイッケナム・ストゥープ・スタジアム
2. ワーナーブラザーズ ハリポッターミュージアム
　 スタジアムツアー
3. プレミアシップ所属 ロンドン・アイリッシュ
　 クラブハウス訪問、プロクラブコーチ
　 によるラグビークリニック
4. プレミアシップ所属 サラセンズ
　 サラセンズの本拠地 アリアンツ・パークスタジアム見学
　 プロクラブコーチによるラグビークリニック
5. ロンドン、トゥイッケナムスタジアムツアー見学
6. 1440年創設の歴史あるイートン校訪問
7. HSBCセブンズワールドシリーズ
　 「ドバイセブンズ2019」観戦

★ラグビーの能力に優れ、
　学習態度・生活態度・出欠状況が良好であること。

★中学校校長・担任教諭・クラブ顧問の推薦があること。

★高校卒業までラグビー部員として積極的に取り組むこと。

★ラグビー未経験でも、体格・身体能力に恵まれた選手。

★部活動との両立を目指し、高い志を持って勉学に励むこと。

興國高校ラグビー部は、世界で活躍できるトップアスリートを目指し、本物を体験
してスケールを大きくするために海外研修旅行を実施しています。一昨年は、ラグ
ビー発祥の地であるイングランドに行きました。期間中、経由地であるドバイで
は、ワールドセブンズシリーズ開幕戦・ドバイセブンズの試合観戦もしました。
イギリス滞在中は、例年テストマッチの観戦をしていますが、一昨年はワールド
カップがあったためテストマッチがなくイングランドのプレミアシップの「ハリクイ
ンズvsグロスター・ラグビー」の観戦やトゥイッケナムスタジアムツアー見学、プレ
ミアシップ所属のロンドン・アイリッシュのクラブハウス訪問、サラセンズの本拠
地アリアンツ・パークスタジアム見学など、本場のラグビーを肌で感じ、激戦区大
阪で勝つチームづくりを目指します。

イングランド・ドバイ
研修旅行

特 待 生 制 度

近年のチーム戦績

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360,000円イングランド方面

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。

学習成績特待生制度

昭和34年度／全国高等学校ラグビー大会（国体）優勝
昭和35、36、37、38、46、55、56、57、59年度／全国高等学校ラグビー大会（花園）出場
令和元年度／第6回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会 大阪府予選 第3位
　　　　　　 第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選 ベスト4
　　　　　　 第71回近畿高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選ブロック 準優勝
令和2年度／第72回近畿高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選ブロック 第3位
令和3年度／第76回大阪高等学校総合体育大会ラグビーフットボールの部 ベスト8
　　　　　　 第7回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 大阪府予選 ベスト8

・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
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2つのグラウンドを併用して練習を行っています。本校グラウンドは2017年6月に

全面人工芝に張り替えました。これまで以上に全力プレーができる環境です。また

新アリーナ竣工に伴い、最新のマシンを完備したトレーニングルームもありこの上

ない環境が整っています。

アスレチックセンター

主な練習場所

本校グラウンド

PROTEIN BAR アスレチックセンターの竣工記念として、
興國高校オリジナルプロテイン「タフボーイ」が出来ました！

新しくなったKOKOKU ARENAで
一緒に頂点を目指し戦いましょう。

ATHLETIC CENTERATHLETIC CENTER

KENDO FIELD JUDO FIELD BOXING GYM

SUB ARENA

4階アスリートフロアでは、常時、最新鋭のトレーニングマシンが使用でき、
より効果的に当たり負けしない“Perfect Body”を作っていきます！
4階アスリートフロアでは、常時、最新鋭のトレーニングマシンが使用でき、
より効果的に当たり負けしない“Perfect Body”を作っていきます！

ARENA

セブンス用ジャージ

諸経費

チームグッズ

ボストンバッグ

ヘッドキャップポロシャツ

堺NTC使用料

堺交通費

その他交通費

部費

項  目 金  額 使  途 ご請求時期

堺NTCの使用料（不足分は学校から補助）

学校から堺NTCへバスで移動する際の交通費

試合等で移動する際の交通費

チーム運営および用品購入など

その都度回収

1・2・3学期：各10,000円、
3年生は1・2学期分のみを徴収

一律 5,000円

1,000円

30,000円

試合用パンツ 

試合用ソックス 

シューズ

ハーフパンツ 

ロングTシャツ 

リバーシブルジャージ（2着） 

ポロシャツ 

ボストンバッグ 

ヘッドキャップ 

ポンチョ 

トレーニングブレーカー・シェルスーツ

合計

グッズ メーカー 価格 （税込） ご請求時期

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

スズキ

納品後、
振込み票を配布
いたします。

3,400円

1,600円

6,000円

5,900円

6,000円

20,800円

4,000円

6,800円

4,500円

9,000円

34,000円

102,000円

1年生購入品一覧

リバーシブルジャージ

諸経費・チームグッズ

花園・全国大会出場を目指し、チーム・個人のスキルレベル、フィットネス向上に日々

切磋琢磨しています。経験豊富な指導陣のもと、最新の戦術・技術・環境をもとに選手

がラグビーの醍醐味を存分に味わえる実践さながらの練習を行っています。

主な公式戦と遠征・合宿スケジュール

3月 近畿高等学校ラグビーフットボール大会

1月 近畿高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選

4月
全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
大阪府総合体育大会

6月
大阪府私学大会
全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会 大阪府予選

7月
全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会
興國フェスティバル

8月 合宿＠菅平

11月 研修旅行「イングランド・ドバイ」

9月 全国高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選

12月 全国高等学校ラグビーフットボール大会

年間スケジュール
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2022
※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

一緒に花園を目指そう！

E-Mail ： yaichi@kokoku.ed.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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