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勇猛果敢
興國旋風を巻き起こせ！

興國高等学校
陸上競技部クラブパンフレット



スタッフ紹介
興國高校陸上競技部は、全国高校駅伝・全国ＩＨの出場を目標としています。

大学時代に箱根駅伝やインターカレッジで培った経験を活かし

「たすき・バトン」の重みを人生の歩みにも反映できるような選手の育成を心掛けています。

目標はチーム一丸となって大阪ナンバーワンになることです。

勇猛果敢 チーム一丸！
目指せ、全国高校駅伝！

～ 主 な 戦 歴 ～
平成29年度／近畿高等学校陸上競技選手権大会 5,000m 優勝
　　　　　　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 5,000m 7位
平成30年度／第65回大阪私立高等学校総合体育大会 トラック総合優勝 4×400mリレー 優勝
　　　　　　近畿高等学校陸上競技選手権大会 5,000m 優勝
　　　　　　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 5,000m 6位
令和元年度／全国高等学校陸上競技対校選手権大会 1,500m・5,000m 優勝
　　　　　　大阪高等学校陸上競技選手権大会 1,500m・5,000m 優勝（大会新記録）
　　　　　　近畿高等学校陸上競技選手権大会 1,500m・5,000m 優勝（大会新記録）
令和2年度／ホクレンディスタンスチャレンジ 5,000m 13分22秒40
　　　　　　高校国際歴代4位

・箱根駅伝3年連続出場
・大阪陸上競技協会理事
・大阪陸上競技協会
 中長距離主任コーチ
・都道府県対抗駅伝
 大阪府男子監督
・東京オリンピック公認審判員
 （NTO）

清風高等学校
日本体育大学

経 　 歴

監　督

鈴木 　直教諭

・全国高等学校総合体育大会
 予選100m優勝
・関東インターカレッジ
 100m・200m優勝、
 二冠達成
・日本選手権リレー
 （4×100m）銅メダル

三重県立稲生高等学校
日本体育大学

経 　 歴

コーチ

福島 裕之教諭

・國學院大學久我山高等学校
 陸上競技部短距離ブロック
 コーチ
・南関東高校総体
 男子100m、200m、
 4×100mR出場

國學院大學久我山高等学校
上智大学

経 　 歴

コーチ

綾野　 翔教諭

ンガンガ ワウエル 君
アスリートアドバンスコース
（令和元年度 卒業）

井上  太致 君
アスリートアドバンスコース3年
（大阪市立今市中学校出身）

令和元年度
全国高等学校総合体育大会

陸上競技大会

令和元年度
全国高等学校総合体育大会

陸上競技大会

秩父宮賜杯
第72回全国高等学校

陸上競技
対校選手権大会

秩父宮賜杯
第72回全国高等学校

陸上競技
対校選手権大会

全国インターハイ
5000m 優勝

第74回大阪高等学校総合体育大会
１年生 5000m 優勝

アントニー マイナ 君
アスリートアドバンスコース3年

全国インターハイ
1500m 優勝 アスリートアドバンスコース2年

（泉大津市立東陽中学校出身）

宮出 誠大君［長距離］
アスリートアドバンスコース2年
（箕面市立第三中学校出身）

坂井 宏彰君［長距離］
アスリートアドバンスコース2年
（堺市立旭中学校出身）

菅井　颯君［短距離］
アスリートアドバンスコース2年
（堺市立旭中学校出身）

全国室内陸上競技大会 優勝
（大会記録）

田中 一郎君［短距離］

活 躍 す る 卒 業 生

選 手

紹 介

100m 11秒22 100m 11秒14

選手選手 山中 秀仁
や ま な か ひ で と

選手瀬戸 祐希
せ と ゆ う き

東大阪市立石切中学校出身東大阪市立石切中学校出身

能島  翼
の う じ ま つ ば さ

堺市立平井中学校出身

さん山路  富

一橋大学 社会学部 合格
慶應義塾大学 法学部 合格
早稲田大学 法学部 合格

や ま じ と む

一橋大学 社会学部
（貝塚市立第四中学校出身）

興國陸上競技部で勉強とクラブを両立させ
国立大学への現役合格を果たしました！

青山学院大学 経営学部4年 HONDA 中央発條

共に全国高校駅伝
優勝を目指そう。

トヨタ自動車九州株式会社 内定
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ハワイ研修旅行

主な公式戦と遠征・合宿スケジュール

5月 大阪高等学校陸上競技対抗選手権大会

4月
新規登録
日体大長距離記録会
織田幹雄記念陸上競技大会

6月
全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
近畿地区予選会
世界ユース陸上競技選手権
大阪陸上競技選手権大会

7月
8月

9月

全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
夏合宿（大阪選抜）
近畿ユース選手権大会
静岡県長距離記録会

10月
日本海駅伝
国民体育大会
境港鬼太郎カップ駅伝
静岡県長距離記録会
日体大長距離記録会

12月 冬合宿（大阪選抜）

11月 全国高校駅伝大阪府予選
近畿高校駅伝

1月 都道府県対抗男子駅伝

2月

3月
国際福岡クロスカントリー

3月

春の高校伊那駅伝
春期合宿（興國）

19歳以下の部で2年連続優勝！

年間スケジュール

夏期合宿（興國）

※この他にも他府県等の記録会や駅伝などには積極的に参加していく考えです。

全国インターハイ
出場の軌跡

■進路実績

岩手インターハイ（2011）

5000m 予選落ち

（堺市立平井中学校出身）
山中 秀仁選手［3年］

山梨インターハイ（2014）

5000mw 9位

（川西市立多田中学校出身）
森田 靖選手［2年］

和歌山インターハイ（2015）

5000mw 失格

（川西市立多田中学校出身）
森田 靖選手［3年］

山形インターハイ（2017）

1500m 棄権

（ケニア出身）
ンガンガ ワウエル選手［1年］

三重インターハイ（2018）

5000mw 6位

（ケニア出身）
ンガンガ ワウエル選手［2年］

沖縄インターハイ（2019）

1500m優勝 5000m優勝

（ケニア出身）
アントニー マイナ選手［1年］

沖縄インターハイ（2019）

（ケニア出身）
ンガンガ ワウエル選手［3年］

山形インターハイ（2017）

5000m 7位

（ケニア出身）
ンガンガ ワウエル選手［1年］

山形インターハイ（2017）

1500m 予選落ち

（東大阪市立石切中学校出身）
能島 翼選手［3年］

陸上
スポーツ
推薦実績

日本体育大学 １名 １名 １名
１名 １名 2名
１名 2名 １名

青山学院大学 中央学院大学

近畿大学 龍谷大学 大阪体育大学
山梨学院大学 国士舘大学 京都産業大学

一般入試
合格実績

一橋大学 社会学部 １名 １名 １名
１名 １名 1名

慶應義塾大学 法学部 慶應義塾大学 商学部
慶應義塾大学 経済学部 早稲田大学 法学部 早稲田大学 人間科学部

１名 １名 1名
１名防衛大学校

早稲田大学 スポーツ科学部 国際基督教大学 教養学部 青山学院大学 国際政経科学部

就職実績
新日鐵住金（株） 2名 １名 １名

１名 １名 1名
近畿日本鉄道（株） 日新製鋼（株）

泉大津消防署 大阪府警 航空自衛隊
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チームグッズ一覧

※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

陸上競技部 クラブ備品

ユニフォームランシャツ 

ユニフォームランパン 

クラブジャージ　上 

クラブジャージ　下 

サブランシャツ

サブランパン 

クラブバック 

合計

駅伝ブロック メーカー 価格 （税込）

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

7,000円

7,000円

12,000円

10,000円

6,000円

6,000円

9,000円

57,000円

レーシングノースリーブ 

ショートタイツ 

クラブジャージ　上 

クラブジャージ　下 

クラブバック  

合計

短距離ブロック メーカー 価格 （税込）

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

ミズノ

9,600円

7,400円

12,000円

10,000円

9,000円

48,000円

短距離用駅伝用

クラブジャージ

クラブバッグ

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

9月

10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

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

特 待 生 制 度

詳細は陸上競技部スタッフにお問い合わせ下さい。

★陸上競技の能力に優れ、
　学習態度・生活態度・出欠状況が良好であること。

★高校卒業まで陸上競技部員として積極的に取り組むこと。

★陸上競技未経験でも、体格・身体能力に恵まれた選手。

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
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2022

鈴木 直 ０９０-５８０２-２０６７
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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