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Tomorrow is ours!

明日に向かって

前進！



スタッフ紹介

選手紹介

OB紹介留 学 生

平成30年度から全国大会優勝を目標に、監督、コーチ、外部コーチを含め新体制で臨んでいます。新しい興國高校硬式テニス部の歴史がスタートしました。 

大阪で活躍したジュニアが入学してチームが活気づいていますが、初心者から全国レベルの選手まで充実した練習ができる環境を整え、

また、全国各地で活躍する選手を受け入れる寮も完備しています。 

厳しさの中にも楽しく向上心を持ち、チームワークのよい硬式テニス部を目指し日々活動しています。 

是非、私たちと共に新しい興國高校硬式テニス部の歴史を築いていきましょう。

環境を整備し、新体制でスタート！

興國から全日本優勝そして世界へ

～ 主 な 戦 歴 ～

和泉市立富秋中学校出身

令和2年度卒業
アスリートアドバンスコース

アスリートアドバンスコース2年

慶應義塾大学慶應義塾大学
環境情報学部合格環境情報学部合格

ハイチからの留学生ハイチからの留学生

脇坂 留衣選手

セントルイス・
フリッツテルソン君

兵庫県立
滝川中学校出身

アスリート
アドバンスコース3年生

新城 慶大君

京都府京田辺市立
大住中学校出身

アスリート
アドバンスコース3年生

山下 皓生君

東大阪市立
小阪中学校出身

アスリート
アドバンスコース3年生

多田 怜正君

興國高校はコーチなどが充実していて思
い切りテニスに打ち込める環境があると
思います。それに、勉強面でも様々な先生
方に支えていただき文武両道を実現出来
る学校です。
テニス、勉強共に充実した高校生活を送
れるので是非興國高校に来て全国制覇を
目指しましょう！

インターハイ 団体 シングルス出場
全日本ジュニアダブルス ベスト8
田村杯シングルスベスト4ダブルスベスト4
全国選抜高校テニス近畿地区大会準優勝
全国私学団体5位

興國高校は、素晴らしい指導者と環境に
恵まれていて、テニスを思い切りできる場
所です。部活動だけでなく、勉強でも先生
方からの沢山のサポートがあり、文武と
もに成長出来ます。僕自身も興國高校で
たくさん成長することが出来ました。
大学に入っても文武両道を目指して頑
張っていきたいと思います。

池村杯ダブルス優勝
大阪秋季総体ダブルス準優勝
田村杯シングルスベスト8ダブルスベスト4
関西ジュニア単複出場
全国選抜高校テニス近畿地区大会準優勝
全国私学団体5位

興國高校に入学してから、テニスと勉強
の両立ができています。大学に行くには、
テニスだけでなく勉強も大切なので頑
張っています。
部活はとても良い環境で質の高い練習が
できており毎日充実して過ごせています。
これからもテニスと勉強をしっかりして、
大学でも活躍できる選手になれるように
頑張ります。

高槻市立
第四中学校出身

アスリート
アドバンスコース2年生

秋季近畿総体シングルス出場
全国私学団体5位

安田 伊吹君

興國高校は練習環境がとても整ってお
り、コーチも熱心に指導してくれます。
さらに勉強面でも先生達に支えていただ
いています。興國高校は部活も勉強も頑
張れる学校です。

寝屋川市立
第二中学校出身

アスリート
アドバンスコース1年生

田村杯シングルスベスト4ダブルスベスト8

山田 煌大君

興國はとても環境が整っていると思いま
す。校内にあるアスレチックセンターで筋
力トレーニングもできるためよりレベル
アップできます。今後は全国大会へ出場
をし、優勝を目指して頑張ります。

宝塚市立
安倉中学校出身

アスリート
アドバンスコース1年生

中村 勇仁君

興國高校テニス部には、たくさんテニスの
事を教えてくれる素晴らしい先生方や
コーチが、練習を見てくれています。
これからもたくさん教えてもらい、そして
努力して強くなっていきたいと思います。

枚方市立
招堤北中学校出身

アスリート
アドバンスコース3年生

田村杯ダブルスベスト8
全国選抜高校テニス近畿地区大会準優勝
秋季近畿大会出場
全国私学団体5位
春季総体団体3位
インターハイ シングルス出場

藤淵 賢太君

興國高校は勉強、スポーツと共に力を入
れており、その中でテニス部は指導者も
素晴らしく、メンバーも最高で環境が良く
楽しいです。これからも経験を積んで文
武両道目指して頑張ります。

近畿私学団体優勝

興國高校テニス部は複数の指導してくだ
さる人がおり、いろいろな視点でのアドバ
イスをもらうことができます。
勉強面でもたくさんの先生がおりすごく
優しいので勉強も頑張れる環境がありま
す。これからも全国1位を目指し興國高校
で頑張っていきます！！！！

奈良県立上牧町立
上牧中学校出身

アスリート
アドバンスコース2年生

守屋　星君

清風高等学校　近畿大学
経 　 歴

阪本 龍一教諭
2015年全国高等学校総合体育大会テニス競

技の部大阪大会レフリー、関西テニス協会理事、

大阪府テニス協会常務理事、元大阪高等学校体

育連盟テニス専門部委員長、テニスコーチⅡ（日

本スポーツ協会公認資格）B級審判員

監督

経 　 歴
髙木 波也汰教諭

経 　 歴

全国インターハイ 団体戦 準優勝、全国選抜高校大会 
団体戦 準優勝、U-15 全国選抜ジュニア選手権大会S 
優勝、関西ジュニア選手権大会（18歳以下）S優勝、毎
日オープンD優勝、関西オープンD 優勝、全日本選手
権D ベスト16
〔指導歴〕全日本ジュニアS・D 優勝、インターハイS 準
優勝、インターハイD優勝、全日本選手権D ベスト8

岡山芳泉高等学校　中京大学
全日本ジュニアテニス選手権大会出場、全国中

学生テニス選手権（S・D）出場、テニスコーチⅡ

（日本スポーツ協会公認資格）

〔指導歴〕第39回全国選抜高校テニス大会 ベ

スト32

奈良県立平城高等学校
大阪教育大学

近畿高等学校テニス大会（団体）出場

経 　 歴
阪本 康孝トレーナー
mana接骨院 院長

市内高校バレーボール部トレーナー

「成長期における膝のトラブル・怪我の予防や

クールダウンにしっかりアドバイスをしていき、

練習の疲れをできるだけ次の日に残さないこと

を心がけて部員にかかわっていきます。」

経 　 歴
秋山 諒太教諭

経 　 歴
山本 浩治トレーナー
文部科学省 運動指導専門士
NSCA認定パーソナルトレーナー
ストレングス&コンディショントレーナー

甲南学園硬式テニスSCトレーナー
夙川学院硬式テニスSCトレーナー
三菱電機テニス関西地区選手SCトレーナー
関西学院大学硬式テニス大学王座SCトレーナー
「日本・海外で培った知識と経験で、選手と同じ目線
に立ちながらひとりひとりに細かい指導を行います」

重家 孝コーチスーパー
バイザー

全国MUFGジュニアテニストーナメント（U-16）
シングルス 準優勝 脇坂留衣
大阪高等学校春季テニス大会
シングルス 優勝 インターハイ出場 脇坂留衣
シングルス 第3位 インターハイ出場 新城慶大
ダブルス 準優勝 インターハイ出場 中辻・西添組
団体戦 準優勝 インターハイ出場

全国選抜高校テニス大会大阪府予選 優勝
全国選抜高校テニス大会近畿地区予選 準優勝
国民体育大会出場 守屋翔（奈良県代表）

＜令和元年度＞

大阪府私学テニス大会優勝
近畿私学テニス大会優勝

全国選抜高校大阪府予選3位
全国私学テニス大会第5位

＜令和2年度＞

秋季近畿総体出場
田村杯シングルスベスト8ダブルスベスト4
全国選抜高校テニス近畿地区大会準優勝
全国私学団体5位
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特 待 生 制 度

主な公式戦と遠征・合宿スケジュール

5月 春季合宿（新入生強化練習会） 
大阪高校春季テニス大会　団体戦　

4月 大阪高校春季テニス大会　個人戦

6月 国体大阪予選
近畿選抜テニス大会

7月

8月

9月

夏季合宿   
全国高校総体  
全日本ジュニアテニス大会 
大阪高校総合体育大会テニス大会 
池村杯ジュニアテニス大会個人戦

大阪高校秋季新人テニス大会　団体戦　
近畿高校テニス大会

10月 国民体育大会
世界スーパージュニア

12月
近畿私学テニス大会  
ジュニアオリンピック  
田村杯ジュニアテニス大会　個人戦
アメリカ・フロリダ研修旅行

11月 全国選抜近畿地区大会

1月 冬季合宿 
全国私学テニス大会

2月

3月

MUFG大阪予選

大阪ジュニアテニス大会
スプリングテニストーナメント
全国選抜高等学校テニス大会

詳細は硬式テニス部スタッフにお問い合わせ下さい。

★テニスの能力に優れ、
　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・クラブ顧問・テニスクラブコーチなどの
　推薦があること。
★高校卒業まで硬式テニス部員として積極的に取り組むこと。
★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。

年間スケジュール

関西ジュニアテニス大会
私学テニス大会　個人戦・団体戦
サマーテニストーメント

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。

＊研修は12月初旬に出発、1週間の短期テニスキャンプに参加。
＊プログラムは午前に基本練習・アスレチックジムでのトレーニング、午後は主にゲーム、夜はフリー練習。
＊レッスンは世界数十ヶ国から来ている選手4人と1グループ、各グループにコーチが1名付いての指導。
＊宿泊は、各国から来ている選手と4人1部屋で、英語を通じての生活を送ります。

アメリカ・フロリダ
研修旅行

アメリカ・フロリダ
IMGアカデミーへ

マリア・シャラポア、ウィリアムス姉妹、
アンドレ・アガシ、錦織選手など
世界的トッププロを多数育成・指導をしている
著名なニック・ボロテリーコーチが確立した
本格的な指導プログラムを受けます。

※第３学区大会・遠征試合などが予定されています。

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円グアム方面
オーストラリア方面
ハワイ方面
フロリダ

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

3 4



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

諸経費・チームグッズ

※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

トレーニング環境

学校屋上コート

校内に屋上コートがありますが、活動場所は、コート 25 面を有する MTP 北村。また、大
会がハードコートの場合は、靭テニスセンターで行います。

諸経費

ウェア

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

18日（土） 第3回個別相談会＆学校見学

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

12月

12月

9月

10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4日（土） 第2回学校説明会＆個別相談会

1月
24日（月） 願書受付開始

18日（土） 第3回学校説明会＆個別相談会

31日（月） 願書締切

交通費

部費

項  目 金  額 使  途

チーム運営及びトレーナー代

ゲームシャツ・パンツ

都度

15,000円

ご請求時期

年3回

年3回

都度

合宿及び遠征費 宿泊及び交通費（計3回分）50,000円

ゲームシャツ

ゲームパンツ

Tシャツ

ウォームアップ

ベンチウォーマー上下

バッグ

合計 約

グッズ 価格 （税込）

5,800円

5,500円

3,800円

20,000円

26,000円

8,500円

69,600円

MTP北村 靭テニスセンター

興國高等学校硬式テニス部 Facebookページ

最新情報や試合結果、イベント情報をタイムリーに配信！

バッグ

ウォームアップ
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2022
KOKOKU TENNIS

https://www.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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