
日本大学藤沢高等学校

サッカー部 ご紹介



指導方針
目標

全国No.1

教育方針
・学習面との両立を目指し、校訓「健康・有為・品格」に従って、
サッカーを通じて、心身共に健全で世の中の為になる豊か
で品のある人間形成、さらに近い将来、さまざまな分野で
日本をリードするような人材の育成を目標としています。

大切にしていること
・選手同士や監督とのミーティングを行い、選手の考え、意見
を聞き、チームの目標や方向性を決めていく。
・決まったことに対しては指導者も選手も手を抜くことなく活動
していく。
・高校サッカー生活の中でぶつかった壁を自らの力で乗り越
えることによって、この先の人生においてさらに大きな壁にぶ
つかったとしても必ず乗り越えることが出来ると信じ、日々指
導しております。



・K１リーグ ５位（残留）
・K2リーグ ３位（残留）
・K３リーグ 7位（残留）
・K4リーグ ４位
・関東ルーキーリーグ Ａグループ（1部）６位(残留)
・関東高校サッカー大会神奈川県予選 優勝
本大会１位トーナメントベスト４
・インターハイ神奈川県予選 ベスト４
・全国高校サッカー選手権大会神奈川県予選 優勝
選手権全国大会ベスト１６

昨年度の戦績

過去の戦歴

・全国高校サッカー選手権大会出場5回（ベスト４進出）
・全国インターハイ出場8回I(準優勝1回）
・関東大会出場9回（優勝1回）
・K1リーグ優勝1回
・新人大会優勝4回

日大藤沢 Style/Mind

・心・技・体 人としての「心」を磨くことを最優先とする
・一体感 部員全員で試合を最後まで戦い抜く
・ボールを大事につなぎ、ゲームの主導権を握る
・皆が楽しめるサッカーを目指す



年間で出場している主なリーグ

Ａ１チーム Ｋ1リーグ 神奈川県トップリーグ
(１０チームリーグ ホーム＆アウェイ 年間１８試合)

Ａ２チーム Ｋ２リーグ 神奈川県２部リーグ
(１０チームリーグ ホーム＆アウェイ 年間１８試合)

Ｂ１チーム Ｋ３リーグ 神奈川県３部リーブ
(１０チームのＡ～Ｄグループリーグ 年間９試合)

Ｂ２チーム Ｋ４リーグ 神奈川県４部リーグ
(９チームのＡ～Ｚグループリーグ 年間８試合)

1年生 ルーキーリーグAグループ（関東・静岡強豪チーム参加）
(１０チームの年間９試合 ※順位によって全国大会あり)

私たちのポリシー

日大藤沢高校サッカー部は、神奈川県の高校サッカー部の中
で唯一、K１リーグ～K4リーグまですべてのリーグに所属していま
す。また、関東強豪校参加のルーキーリーグを含めると５つのリー
グ戦に参加してることになります。
現在部員が３学年で約１５０名いますが、部員全員が各公式戦
リーグのいずれかに登録されており、より多くの部員が公式戦、
試合の経験をできる組織体制を整えています。



2020年度 日大藤沢高校サッカー部 STAFF

部長/理科教諭 三武 誉生

監督/保健体育科教諭 佐藤 輝勝

顧問/理科教諭 佐藤 陽介

コーチ/保健体育科 非常勤講師 河内 健奨

コーチ/社会科 非常勤講師 根本 陽太

ＧＫコーチ/理科 非常勤講師 大岩 幸平

コーチ 前地 紀洋

コーチ 椋 航平

コーチ 竹繁 颯音

コーチ 伊佐 拓真

コーチ 黒崎 港介

ＧＫコーチ/分析 坂口 将洋

コーチ/トレーナー 進藤 祥輝

トレーナー 加藤 優



ルーキリーグ参加チーム一覧

[A group]
日大藤沢(神奈川県) 矢板中央（栃木県）
流通経済大柏(千葉県) 市立船橋(千葉県)
静岡学園(静岡県) 前橋育英(群馬県)
西武台(埼玉県) 前橋商業（群馬県）
桐光学園(神奈川県) 帝京第三(山梨県)

[B group]
佐野日大(栃木県) 暁星(東京都)
帝京(東京都) 韮崎(山梨県)
清水桜が丘(静岡県） 水戸商業(茨城県)
鹿島学園（茨城県） 武南（埼玉県）

[C group]
昌平（埼玉県） 東海大相模（神奈川県）
関東第一（東京都） 桐生第一（群馬県）
明秀日立（茨城県） 日体大柏（千葉県）
国士舘（東京都） 習志野（千葉県）
駒澤大高（東京都） 横浜創英（神奈川県）



学校概要とトレーニング時間

＜クラス編成＞

・スポーツクラス・・・
所属：文系 構成：1クラス内でサッカー部枠は数名 その他運動部

・総合進学クラス・・・
2年次から文系・理系選択となります。

・特進クラス・・・スポーツ推薦なし

※スポーツ推薦で入学が決まった生徒について
在籍中に大きな怪我等で長期離脱やプレーが困難な場合でも、
学校を退学するなどのご心配はありません。

※スポーツ推薦で入学をしていない方でも
サッカー部に所属したい場合は積極的に入部を受け入れています。

※上記クラスごとの基準となる成績の詳細については、
サッカー部顧問にお問い合わせください。

＜カテゴリーごとの主なトレーニング時間＞
共通の流れ：授業～15：10→帰りのHR→トレーニング
【K1・K２】
15：45～18：30
【K3・K4・ルーキー】
16：45～19：30

※朝練習を含めてカテゴリーごとにトレーニング時間、場所のロー
テーションを組み、選手一人一人が最大限プレーに励めるよう計画を
しています。



日大藤沢サッカー部2019年度
卒業生進路先

日本大学 １７名
早稲田大学 ２名
明治大学 ２名
法政大学 ２名
青山学院大学 ２名
順天堂大学 １名
北里大学 １名
信州大学 １名
成蹊大学 １名
関西大学 １名
明治学院大学 １名
学習院大学 １名
國學院大學 １名
玉川大学 １名
日本体育大学 １名
国士舘大学 １名
上武大学 １名
海外留学 ２名

過去5年間大学サッカー
スポーツ推薦等

大学体育会サッカー継続者進学先

２０１６年卒業
明治大学 ２名
国士館大学 １名
神奈川大学 １名
青山学院大学 １名
明治学院大学 １名
産業能率大学 １名
國學院大學 １名
日本大学 ２名

２０１７年卒業
早稲田大学 1名
青山学院大学1名
国士館大学 2名
日本大学 2名

明治学院大学 3名
北陸大学 1名

２０１８年卒業
立教大学 １名

鹿屋体育大学 1名
日本体育大学 1名
国士舘大学 2名
神奈川大学 １名
産業能率大学 ２名

２０１９年卒業
明治大学 １名

青山学院大学 １名
鹿屋体育大学 １名
日本大学 ２名

２０２０年卒業
早稲田大学 １名
青山学院大学 １名
日本大学 １名
関西大学 １名
國學院大學 １名
国士館大学 １名
上武大学 １名



鈴木 健仁
横浜マリノス-京都パープルサンガ-

ガンバ大阪-ヴィッセル神戸-べガルタ仙台
現：アビスパ福岡チーム統括部長

高田 栄二
早稲田大学-川崎フロンターレ
現：川崎フロンターレ育成コーチ

光岡 眞矢
横浜フリューゲルス-京都パープルサンガ

-ベガルタ仙台

小屋 禎
青山学院大学-ＪＥＦ市原-ブランメル仙台

（現ベガルタ仙台）
現：調布ＦＣジュニアユース

有馬 賢二
日本大学-柏レイソル-コンサドーレ札幌

-横浜FC
現：ファジアーノ岡山監督

内藤 友康
名古屋グランパスエイト-アビスパ福岡

-モンテデオ山形-福島ユナイテッド
現：東邦チタニウム

日大藤沢サッカー部出身の
Ｊリーグ経験選手

金井 隆太
東海大学-ヴァンラーレ八戸

現:ヴァンラーレ八戸フロントスタッフ

髙橋 拓也
神奈川大学-Y.S.C.C.横浜-横浜Fマリノス

現：ギラヴァンツ北九州

今川 正樹
順天堂大学 現：ＦＣ今治

寺前 光太
神奈川大学-福島ユナイテッド

田場 ディエゴ
国士舘大学 現：Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ

住吉 ジェラニレショーン
国士館大学 現：水戸ホーリーホック

中村 帆高
明治大学 現：ＦＣ東京

小野寺 健也
明治大学 現：モンテディオ山形



～お問い合わせ先～

日本大学藤沢高等学校
〒252-0885 神奈川県藤沢市亀井野1866

最寄り駅：小田急江ノ島線 六会日大前駅 徒歩８分
監督 佐藤輝勝 直通電話:0466-84-3280

学校事務室 0466-84-3280 ＦＡＸ 0466-83-2161

活動環境

NFグラウンド（人工芝）常時利用

日本大学生物資源科学部グランド(人工芝)祝日等で使用させていただいています



日藤サッカー部 Topics
◎日藤サッカー部ＯＢで、国士舘大学サッカー部から
住吉ジェラニレショーンが２０２０年シーズンから、

Ｊリーグ水戸ホーリーホックへ加入！！

◎日藤サッカー部ＯＢで、明治大学サッカー部から
中村帆高が２０２０年シーズンから

ＦＣ東京へ加入！！



日藤サッカー部 Topics
◎日藤サッカー部ＯＢで、明治大学サッカー部から

小野寺健也が２０２０年シーズンから
モンテディオ山形へ加入！！

◎日藤サッカー部ＯＢの田場ディエゴ選手がＪ３のY.S.C.Cと、
高橋拓也選手がＪ２ギラバンツ北九州とそれぞれ２０２０年シーズンも

契約を更新！！



◎２０１９年度 関東大会神奈川県予選優勝！！

日藤サッカー部 Topics

◎２０１９年 U-16日本代表に
鈴木輪太朗イブラヒームが選出されました！！



◎２０１９年 第９８回全国高校サッカー選手権大会神奈川県予選優勝！！
５年ぶり５回目の全国大会出場！

◎第９８回全国高校サッカー選手権大会 優秀選手に
青木駿人が選ばれました！！

日藤サッカー部 Topics


