
埋もれるより
　　輝きませんか？

三重県立いなべ総合学園高等学校サッカー部
チームコンセプト



本校受験をご検討されている
U15サッカー選手のみなさんへ

高校を選ぶ時には、たくさんの悩みや不安が
あると思います。

『しっかり考えたい』高校選びのポイントとは
何でしょうか？



【しっかり考えたい】
高校選び
3つのポイント

①レギュラーとして、試合に出ることができる

②充実したトレーニングができる

③将来の進路面でも安心できる

では、本校はどうでしょうか？では、本校はどうでしょうか？



①強豪校よりも、レギュラーになりやすい！！

②短時間でも効果抜群！！高強度90分トレーニング！！

③国公立から私大・専門学校・就職まで、
　総合学科ならではの幅広い進路選択が可能！！

①強豪校よりも、レギュラーになりやすい！！

②短時間でも効果抜群！！高強度90分トレーニング！！

③国公立から私大・専門学校・就職まで、
　総合学科ならではの幅広い進路選択が可能！！

【これで安心】３つの魅力

※【注意】本校でもレギュラー争いはあります※【注意】本校でもレギュラー争いはあります



顧問の「こだわり」
６つの指導ポイント

【サッカー】 【学校生活】
楽しく
激しく
全力プレー

授業
あいさつ
身だしなみ



いな総サッカー部に入ったら

短時間練習だから、自主練がたっぷりできる！！短時間練習だから、自主練がたっぷりできる！！

短時間練習だから、勉強がしっかりできる！！短時間練習だから、勉強がしっかりできる！！

シーズンオフがあるから、サッカー以外のことも思いっきりできる！！シーズンオフがあるから、サッカー以外のことも思いっきりできる！！

県外の強豪校とも練習試合ができる！！県外の強豪校とも練習試合ができる！！

短時間練習だから、効果的で集中したトレーニングができる！！短時間練習だから、効果的で集中したトレーニングができる！！

朝練・走り込み・長時間練習がないから、サッカーを楽しめる！！朝練・走り込み・長時間練習がないから、サッカーを楽しめる！！



【もっと知りたい】
いな総サッカー部のこと

クラブ理念 遠征・合宿

シーズンオフトレーニング理論

所属リーグ

週間スケジュール

目指すサッカースタイル

育成目標

進路実績

大会実績

県外強化試合実績

活動費用

指導スタッフ



【クラブ理念】 スポーツマンシップを学び、スポーツと生き方を追求します

人生には
「勝つこと」よりも
「大切なこと」がある
ことを理解する

スポーツは
「勝つこと」が
最大の目的である
「遊び」であること
を理解する

【スポーツ】 【生き方】



【育成】　５つの目標

スポーツマンシップを
伝える将来の
指導者

卒業後の
あらゆる社会で
活躍できる人材

子どもたちに夢を
与えることができる
選手

身近な人に
応援してもらえる
選手

テクニックと
フィジカルを　
兼ね備えた選手

【戦う】 【応援】 【夢】

【人材】 【指導者】



【トレーニング理論】

①1週間を「超回復理論」
　に基づいて計画

②全体練習は90分のみ

③朝練習はしない

④集中力ＵＰ

⑤回復力促進

ヨーロッパで主流の
90分トレーニング

【理論】 【特徴】

他チームでは真似できない
「トレーニングメソッド」
があります！！



サッカーがもっとうまくなりたい
レギュラーになりたい
サッカーで大学に行きたい
Ｊリーガーになりたい

【主体性が育つ環境づくり】

24時間を自分流にデザインできる！！

授業の予習復習がしたい
テスト勉強がしたい
家でゆっくりしたい
サッカー以外のことをしたい

【部活動の時間は片付けも含めてたったの2時間】

朝や練習後の時間を有効活用
自分でやるから本当の力になる



【目指すサッカースタイル】

「ポゼッション」
　　  ＆
「プレッシング」
の追求

【ゲーム】 【ドリブル特化トレーニング】

元Ｕ１９日本代表
「村田信行」氏直伝の
ドリブルメソッド

シンプルなメニューの中に
「必ず上手くなるコツ」が
びっしり！！



【週間スケジュール】

月　ＯＦＦ
火　技術・戦術トレーニング
水　技術・戦術トレーニング
木　技術・戦術トレーニング
金　技術・戦術トレーニング

【基本スケジュール】

※学校行事や時期によって変更になる場合もあります

土　公式戦・練習試合
日　技術・戦術トレーニング
　　練習試合
　　ＯＦＦのいづれか



【所属リーグ】

県2部リーグ

【トップ】 【セカンド】 【Ｕ１６】

県３部リーグ 県ルーキーリーグ

※トップチーム　Ｒ４年度の県１部リーグ復帰濃厚！！

※ルーキーリーグ
　県内１０チームのみ参加資格ありの「特別リーグ」



H23  ﾍﾞｽﾄ8　　Ｒ2ﾍﾞｽﾄ16
H24  ﾍﾞｽﾄ8　　Ｒ3　？　
H25  ﾍﾞｽﾄ8
H26  ﾍﾞｽﾄ16
H27  ﾍﾞｽﾄ16
H28  ﾍﾞｽﾄ8
H29  ﾍﾞｽﾄ4
H30  ﾍﾞｽﾄ8
Ｒ１　 ﾍﾞｽﾄ16　

【大会実績】

H25  ﾍﾞｽﾄ8
H27  ﾍﾞｽﾄ8
R3　 ﾍﾞｽﾄ8

H26  ﾍﾞｽﾄ4
H27  ﾍﾞｽﾄ4
H28  ﾍﾞｽﾄ8
R2     ﾍﾞｽﾄ8

H22  1部2位　　Ｒ１  ２部３位
H23  1部5位　　Ｒ２  ２部２位
H24  1部7位       Ｒ3      ？
H25  1部6位
H26  1部7位
H27  1部7位
H28  1部9位
H29  2部優勝
H30  1部9位

【選手権】 【県総体】

【新人戦】

【県リーグ】

目指せベスト４以上！！



【主な進学実績】

名城大学　　　　至学館大学
愛知学院大学　　日本福祉大学
愛知工業大学　　金沢工業大学
愛知産業大学　　京都学園大学
愛知東邦大学　　鈴鹿医療科学大学
名古屋商科大学　皇學館大学
名古屋学院大学　四日市大学
名古屋産業大学　
名古屋外国語大学　
東海学園大学

ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校
名鉄自動車専門学校
大阪デザイナー専門学校
ユマニテク医療福祉大学校

【大学】 【専門学校】



【主な就職実績】

トヨタ自動車(株)　　　太平洋セメント(株)
トヨタ車体(株)　　　　福助工業(株)
(株)デンソー　　　  　(株)整備工場東海
アイシン精機(株)　　  (有)東海マシンシステム　
(株)アベテック　　　　ＮＴＮ(株)
(株)ＡＤＥＫＡ
東洋ゴム工業(株)
東海コンクリート(株)
東海部品工業(株)

三重県警
桑名消防署 

【企業】 【公務員】



【主な県外強化試合実績】

旭川実業　清水東
聖和学園　静岡学園
水戸商業　富士市立
市立船橋　愛工大名電
八千代　　岡崎城西
中央学院　大阪桐蔭
昌平　　　関大北陽
浦和東　　大阪学院
暁星　　　比叡山

中央学院大学
中京大学
愛知学院大学
名古屋学院大学
京都学園大学
四日市大学

 ＪＦＡアカデミー福島
清水エスパルスユース
名古屋グランパスユース
ディアブロッサ高田

【高体連】 【大学】 【クラブ】



【活動】
【遠征・合宿】

○年間を通じて、県外強豪チームとの　　
　練習試合を行い、チーム強化に取り
　組んでいます。

○日帰り県外遠征 毎月1〜2回程度

○県外合宿 年間5〜6回程度

【活動費用】
○部　費　月額5,000円

○遠征費　1泊1万円前後(交通費込)
 　　　　  日帰り時は部費より支出

○ウエア　 夏冬用一式で5〜6万円程度



【シーズンオフ】　
【休む勇気】 ４つのポイント

①心身の完全リフレッシュ
　次のシーズンへの
　準備期間！！

③余裕時間の確保
　勉強・家族・友人との
　時間を大切にする！！

④完全休息による体の成長促進
　しっかり休めば
　体は大きくなる！！

②怪我の防止･回復
　怪我が少ないから
　しっかりトレーニング
　できる！！

夏・冬2回！！ ２〜３週間の長期休暇導入　



【指導スタッフ①】
北川　昌紀　
【指導歴】U15県ﾄﾚｾﾝ監督・ｺｰﾁ/U16国体少年監督・ｺｰﾁ/U17東海選抜監督
　　　　県ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/現在､桑員地区ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
【資　格】日本ｻｯｶｰ協会A級ﾗｲｾﾝｽ
【研　修】ｲﾀﾘｱ･ﾄﾞｲﾂ･韓国の指導者研修参加経験あり

テクニカルアドバイザー
西村　岳生  
【指導歴】ﾄﾞｲﾂﾌﾞﾝﾃﾞｽﾘｰｶﾞ1860ﾐｭﾝﾍﾝ育成ｺｰﾁ/元湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ育成ｺｰﾁ
    　　　現在､ﾄﾞｲﾂｻｯｶｰｽｸｰﾙ代表(長野県)
【資　格】ﾄﾞｲﾂｻｯｶｰ協会A級ﾗｲｾﾝｽ



【指導スタッフ②】
テクニカルアドバイザー　　
 村田　信行　
【選手歴】中京高等学校(現･中京大中京高校)－中京大学－JFL東芝－ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌－
　　　　ﾌﾞﾚｲｽﾞ熊本－元U19日本代表
【指導歴】中央学院高校ｻｯｶｰ部ｺｰﾁ/千葉県ﾄﾚｾﾝｶﾃｺﾞﾘｰﾁｰﾌ/現在､千葉ｶﾅﾘｰﾆｮFC代表
【資　格】日本サッカー協会A級ﾗｲｾﾝｽ 

ＧＫアドバイザー 
荒木　在敏 
【選手歴】四日市中央工業高校/IH･少年国体選抜･全国高校ｻｯｶｰ選手権大会(ﾍﾞｽﾄ16）出場　
【指導歴】伊賀白鳳高校　　
現在､FC.Avenidasol/FC.ISE-SHIMAﾄｯﾌﾟﾁｰﾑｺｰﾁ/県ﾄﾚｾﾝ/成年国体選抜/津工業高校
【資　格】日本ｻｯｶｰ協会B級ﾗｲｾﾝｽ/GK-B級ﾗｲｾﾝｽ



本校サッカー部では
「サッカーと進路」のダブルゴールを
目指しています。
詳しくは、学校までお問い合わせ下さい。

本校サッカー部では
「サッカーと進路」のダブルゴールを
目指しています。
詳しくは、学校までお問い合わせ下さい。

【保護者・中学生の皆様へ】【保護者・中学生の皆様へ】

〒511-0222 三重県いなべ市員弁町御薗632番地
TEL  0594-74-2006
URL  http://www.inabe-h.ed.jp/  E-mail  inabesohgoh@inabe-h.ed.jp

〒511-0222 三重県いなべ市員弁町御薗632番地
TEL  0594-74-2006
URL  http://www.inabe-h.ed.jp/  E-mail  inabesohgoh@inabe-h.ed.jp


