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■チーム沿革

1962年 創部
2008年 定方 敏和監督就任
2011年 第45回長崎県高等学校新人大会 優勝 九州大会初出場

小嶺 忠敏総監督 指導開始
八戸 寿憲コーチ就任
高円宮杯U-18長崎県サッカーリーグ プリンスリーグ参入戦 優勝

2012年 第46回長崎県高等学校新人大会 優勝 九州大会出場
第64回長崎県高等学校総合体育大会 優勝 九州大会 3位・インターハイ出場
第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場
嵜本 光洋トレーナー就任
第91回全国高校サッカー選手権大会出場
2012年高円宮杯U-18長崎県サッカーリーグ1部優勝

2013年 第47回長崎県高等学校新人大会 優勝 九州大会出場
第92回全国高校サッカー選手権大会出場
2013年高円宮杯U-18長崎県サッカーリーグ1部 優勝

2014年 第48回長崎県高等学校新人大会 優勝 九州大会 準優勝
2ｎｄチーム U-18長崎県サッカーリーグ2部 優勝
3ｒｄ・4thチーム U-18長崎県サッカーリーグ 地域リーグ 参戦
矢野 博紀コーチ就任

■公式戦ユニフォーム

F

P

G

K

■エンブレム

長崎総合科学大学の改称前の大学名は長崎造船大学であり、

長崎市も造船の街として有名な事とこれから航海していく

チームをイメージしてエンブレムの中心には帆船をデザイン

しています。
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■チームビジョン

日本一を目指し、日本を代表する選手を育てる。

■目指す目標

① 世界に通用する選手の育成
② 日本一のチーム作り
③ 日本を代表する指導者の育成

■チーム方針

・サッカー選手として、そして一人の高校生として、人間教育
をしっかりと行い、社会に通用する逞しい人間の育成を目指す。

・夢を持ち、目標に向けてチャレンジする逞しい人間の育成を
目指す。

■取り組む姿勢について

「レクリエーション」と「スポーツ」の違いは、前者はやりたい
時にやるもので、後者はやりたくない時もやるものである。
『やるからには、高い目標を持て！小さな自己満足ではなく、
「俺は日の丸をつけてプレーする」くらいの強い気持ちで練習に
励みなさい。そういう姿勢で取り組む事が、社会に貢献できる立
派な社会人になる準備です。』
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■監督

■小嶺 忠敏 ( KOMINE TADATOSHI )

■日本サッカー協会公認S級ライセンス

■指導歴 島原商業高校→国見高校

U-17・19日本代表監督(1991-1994)

■戦績 全国大会出場104回
全国大会優勝17回
１993年 U-17ワールドユース ベスト8

■コーチ

■定方 敏和 ( SADAKATA TOSHIKAZU )

■日本サッカー協会公認A級ライセンス

■高校 地歴科 教諭

■指導歴 FC雲仙エスティオール

■選手歴 国見高校→法政大学
第69回全国高校サッカー選手権 優勝
第68回全国高校サッカー選手権 ３位
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■野呂 龍仁 ( NORO TATSUHITO )

■日本サッカー協会公認C級ライセンス

■高校 保健体育科 教諭

■指導歴 伊集院高校

■選手歴 前橋育英高校→鹿屋体育大学

第87回全国高校サッカー選手権 ３位

■コーチ

■コーチ

■八戸 寿憲 ( YAE HISANORI )

■日本サッカー協会公認B級ライセンス

■大学 総務経理課 職員

■指導歴 V・ファーレン長崎

■選手歴 国見高校→鹿屋体育大学
→V・ファーレン長崎
国見高校 キャプテン
鹿屋体育大学 ２・３年時 九州選抜
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■コーチ

■トレーナー

■嵜本 光洋 ( SAKIMOTO MITSUHIRO )

■理学療法士

■～2012.3 宮崎病院 勤務

■2012.4～ 愛野記念病院 勤務
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■矢野 博紀 ( YANO HIROKI )

■日本サッカー協会公認C級ライセンス

■指導歴 各務原高校→岐阜VAMOS
→大分トリニータ（通訳）
→国見高校

■選手歴 国見高校→愛知学院大学
第69回全国高校サッカー選手権 優勝
第68回全国高校サッカー選手権 ３位



■山北 昌宏 ( YAMAKITA MASAHIRO )

■日本サッカー協会公認C級ライセンス

■指導歴 国見高校

■コーチ

■ダイレクター

■村山 聡 ( MURAYAMA SATOSHI )

■JFA Sports Manager Grade3

日本サッカー協会のクラブ運営者のライセンス
を取得する講座「JFA Sports Manager College
本講座」を史上最年少で修了。
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■2013年度卒業生より

■荒木 良太 ( ARAKI RYOUTA )

■出身チーム ルーヴェン福岡FC

■卒業後の進路 九州産業大学（九州1部）

■2012年度卒業生より

■安藤 翼 ( ANDOU TSUBASA )

■出身チーム FC佐伯S-Play MINAMI

■卒業後の進路 駒沢大学（関東1部）
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■創新寮

■ナイター設備付き総合グラウンド

■冷暖房完備
■サッカー部専用

■7人部屋(2人×2部屋、3人部屋×1部屋・トイレ有)

■8人部屋(2人×4部屋・トイレ有)

■各部屋に2段ベッド完備

■食堂(60人収容)
■食堂に大浴場・トイレ併設

■洗濯機(各部屋に1台ずつ完備)

■サッカーフルコート：１面

■サッカー8人制コート：１面

■トレーニングルーム完備

■部室を各学年に１部屋ずつ完備

■温水シャワー７台完備

■サッカー部専用バス

■大型バス 2台（サッカー部所有）
■中型バス 1台（サッカー部所有）
■マイクロバス 1台（学校所有）

■7人乗りワゴン車 1台（サッカー部所有）
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■寮生の一日（平日編）

6:00～7:30 朝練

→

7:40 朝食(寮)

→

8:15 登校

→

8:35 学校開始

→

12:40 昼食

→

15:30 学校終了

→

16:00～18:15頃 練習

→

19:00頃 下校

→

19:30 夕食

→

消灯までに洗濯

→

22:30 消灯

体験入寮
・

体験入部

大歓迎
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■長崎県高等学校総合体育大会

■長崎県大会
2回戦 vs 大村高校 5-0
3回戦 vs 島原商業高校 2-0
準々決勝 vs 鎮西学院高校 1-1 PK4-2
準決勝 vs 創成館高校 2-2 PK3-5

■高円宮杯U-18長崎県リーグ

■TOP(1部)
8勝1敗 勝点24 得点31 失点6 得失点＋25 前期終了時点

■2nd(2部)
8勝1敗 勝点24 得点59 失点8 得失点＋51 前期終了時点

■3rd(地域リーグCグループ)
5勝1敗 勝点15 得点21 失点4 得失点＋17 残り2節時点

■4th(地域リーグBグループ)
8勝1分 勝点25 得点51 失点9 得失点＋42 最終節時点

本校サッカー部はすべての部員が公式戦を経験できるよう、４つのカテゴリーが
リーグ戦に参戦しております。

「チャンスは全員にあります。」
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■新人戦

■長崎県大会
2回戦 vs 島原商業高校 10-1
準々決勝 vs 瓊浦高校 6-0
準決勝 vs 長崎日大高校 5-0
決勝 vs 国見高校 3-1

■九州大会
予選リーグ

vs 日章学園高校 1-1
vs 出水中央高校 4-0
vs 大分高校 1-0

決勝トーナメント
準々決勝 vs 大津高校 1-3

県大会5連覇

■第93回全国高校サッカー選手権大会

■長崎県大会
3回戦 vs 創成館高校 2-1
準々決勝 vs 国見高校 2-2PK(5-4)
準決勝 vs 長崎日大高校 4-0
決勝 vs 海星高校 2-1

■全国大会
1回戦 vs 中京大中京高校 0-1

県大会3連覇
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■高速道路でお越しの場合・・・

■JRでお越しの場合・・・

長崎自動車道 「長崎芒塚IC」で降りてください。
↓

IC出口を右折してください(諫早方面へ)
↓

道なりに進み、大曲交差点を右折
↓

右折後、1つ目の信号を左折してください。
↓

道なりに進むと左手にガソリンスタンドが見えます。
ガソリンスタンドの交差点を･･･
左折すると、シーサイドキャンパス・グランドがあります。

直進すると、ローソンが右手に見えます。
ローソンのすぐ横の道を登るとグリーンヒルキャンパス、
附属高校があります。

長崎駅で下車後、
①長崎県営バス利用

長崎駅前東口（平日）、長崎駅前南口（土日祝）より
「網場・春日車庫前」行に乗車してください。

↓
「日見公園前」で下車（長崎駅より約30分、400円）

→シーサイドキャンパス・グランドまで徒歩3分
「長総大前」で下車（長崎駅より約30分、410円）

→グリーンヒルキャンパス・附属高校まで徒歩8分

②タクシー利用
長崎駅より約20分、約3,000円

■飛行機でお越しの場合・・・

長崎空港で降りた後、
①出島道路経由空港リムジンバス（1番・5番乗り場）

「中央橋」下車後、「中央橋」パチンコまるみつ前から「網場・春日車庫前」行に乗車してください。
（中央橋まで約40分、片道800円・往復切符1,200円）

↓
「日見公園前」で下車（長崎駅より約25分、340円）→シーサイドキャンパス・グランドまで徒歩3分
「長総大前」で下車（長崎駅より約25分、360円）→グリーンヒルキャンパス・附属高校まで徒歩8分

②長崎バイパス経由空港リムジンバス（4番乗り場）
「長崎駅前」で下車してください。下車後は長崎駅よりお越しください。
（長崎駅前まで約60分、片道800円、往復切符1,200円）

③タクシー利用
約40分、8500円

長崎県営バス http://www.keneibus.jp/ 長崎バス http://www.nagasaki-bus.co.jp/
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MEMO
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https://www.facebook.com/nias2012football

〒851-01２１ 長崎県長崎市宿町３－１
TEL 095-838-241３ FAX 095-837-1902


