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学法石川高校サッカー部 
⚽チームコンセプト 

 ・ 福島県を代表するチームを目指す 

 ・ サッカーを通じて、自律できる選手の育成 

     （コミュニケーション能力・生活習慣） 

 ・ サッカーを通じて、社会人育成の指導 

     （社会人として必要な礼儀・協調性・規律） 

人間力の向上なくして競技力の向上なし！ 
 

すべてのベースは人間力！サッカーのトレーニングは１日２時間！ 
残りの２２時間が勝負のカギ！！ 
学校での授業、人との関わり、食事、睡眠、礼儀、規律などの 
日常は全てトレーニング！オフザピッチの成長は全てサッカー選手 
としての成長につながる。主体的に自ら考え行動できる選手の 
育 成 環 境 を 作 り 、 サ ッ カ ー 選 手 と し て 成 長 す る た め に 、 
日 常 の あ た り ま え の １ 日 を ど う 過 ご す の か を 求 め て い く ！ 
 
 

学校、地域などたくさんの方々に応援されるチームに！ 
 

常に 謙虚、感謝、勤勉 の気持ちを持って努力する。 
応援してくれる人、支えてくれる人のために、勇気と感動を与えられる 

ゲームをすることがこのチームのミッションである。 



  大コンセプト 

選手が状況に応じて判断し、その役割を果たす。 
チームの勝利のために献身的にハードワークする。 

攻撃 
ゴールを奪うために！ 
個の特徴を活かした攻撃。 
１１人がそれぞれの戦術行動（役割）を理解し、 
判断の上責任を持って意図的にゴールを目指す。 

守備 
自分たちから積極的にボールを奪いに行く！ 
そのために、個で奪いきる強さを身に付け、 
組織で意図的に相手のボールを奪いに行く！ 

切り替え 
ボールを失ったら５秒以内に奪い返す。 
相手のボールを奪ったらシンプルに相手の背後を 
狙いゴールを目指す。 

⚽チーム戦術コンセプト 



⚽指導スタッフ 

監 督 稲田 正信 

部 長 
石川義塾中監督 

野崎 浩幸 
白河実業高校 
  →仙台大学卒 （山形寮舎監） 
ＪＦＡ公認 Ｃ級コーチライセンス 

コ ー チ 
石松 啓介 

北陽高校（現 関西大学北陽高校） 
  →大阪体育大学卒 （事務） 

鼓   伸真 
学法石川 
  →東海大学卒 （数学科教員） 

Ｇ Ｋ コ ー チ 星   航司 
学法石川卒 （用務 山形寮舎監） 
ＪＦＡ公認 Ｃ級コーチライセンス 
ＪＦＡ公認 ＧＫ-Ｃ級コーチライセンス 

ト レ ー ナ ー 斎藤 洋介 
学法石川→福島医療専門学校卒 
（さいとう鍼灸接骨院） 

⚽部員数 
３年生：１８人  ２年生：３１人  １年生：２４人  計 ７３人 

 マネージャー 

３年生： １人  ２年生  ３人  １年生： １人  計  ５人 

高槻南高校→大阪体育大学卒 
ＪＦＡ公認 Ａ級コーチジェネラル 
保健体育科教員 

 最大４つのグループに編成し、それぞれにコーチが就き指導にあたる。 

⚽ＧＫコーチによるフルタイムでの指導 
 正確な技術と戦術を指導し、チームに安心感を与えるＧＫの育成を目指す。 



⚽トレーニング環境 

山形寮グラウンド （福島県石川郡石川町山形字須沢133） 

併設する体育館にはウエイト器具完備 



⚽寮生活 
山形寮（〒963-7814 福島県石川郡石川町山形字須沢133） 

平成２７年３月完成 
最大収容人数１３０人 
朝・昼・夕の３食付き 
（朝・夕はビュッフェスタイル） 

冷暖房・Wi-Fi完備 
多目的ルーム 
体育館 
浴槽２桶 
舎監としてスタッフ常駐 

寮費 月額 58,000円（３食付） 

寮生 ３年生：１７人  ２年生：２０人  １年生：２０人  計 ５７人 

（大阪、和歌山、神奈川、東京、埼玉、茨城、新潟、宮城 等） 



⚽サッカー部専用バス 

１ 号 車  ２ 号 車  

⚽さいとう鍼灸接骨院 

令和２年５月１２日オープン 
 
〒963-7808 
福島県石川郡石川町大字双里桜町37-1 
 

ケガや故障の予防・応急処置・治療 
選手に合わせたリハビリの調整 
 

トレーナーとして公式戦に帯同 
 ・テーピングやマッサージ 
 ・選手の状態確認 
 ・試合中のケガ対応 
 ・試合後のケア・マッサージ 等 



⚽年間の公式戦 

Ｔｏｐチーム 
福島県１部（Ｆ１リーグ） 
東北プリンスリーグ昇格を目指し 
日々奮闘中！！ 

Ｓｅｃｏｎｄチーム 
福島県２部（Ｆ２リーグ） 
Ｆ１リーグ昇格を目指す！ 

Ｔｈｉｒｄチーム 
福島県３部（Ｆ３リーグ県南） 
Ｆ２リーグ参入戦を目指す！ 

Ｕ１６（ルーキー） 
東北ルーキーリーグ２部 
１部昇格を目指す！ 

リーグ戦 

・新人戦（11月～） ・インターハイ（5月～）  ・選手権（10月～） 

カップ戦 

・最終目的の選手権に向けて年間の試合数を確保し、 
 選手のゲームの機会を増やすために４つのリーグ戦に参加。 



⚽卒業後の進路 （平成２１年度～令和元年度） 

幅広い分野で活躍中！ 

専 門 学 校

公 務 員

就 職

 福島医療専門学校　日本工学院八王子専門学校　等

 東京消防庁　福島県警
 ＳＭＣ㈱　日本精工㈱　大日本印刷㈱　住友ゴム工業㈱　等

学校名 学部名 学校名 学部名

首都大学東京 薬学部 専修大学 法学部

山形大学 工学部 仙台大学 体育学部

青山学院大学 理工学部 大東文化大学 国際関係学部

立命館大学　　 文学部 拓殖大学 外国語学部

亜細亜大学 国際関係学部 千葉工業大学 工学部

奥羽大学 薬学部 東海大学 理学部

大阪体育大学 体育学部 　　　〃 経済学部

神奈川大学 外国語学部 　　　〃 教養学部

関西福祉大学 社会福祉学部 東京有明医療大学 保健医療学部

関東学院大学 法学部 東京電機大学 工学部

群馬医療福祉大学 社会福祉学部 東北学院大学 文学部

群馬パース大学 保健科学部 　　　〃 経済学部
国際医療福祉大学　 保健医療学部 東北福祉大学 健康科学部

国士舘大学 体育学部 東北文化学園大学 医療福祉学部

　　　〃 経営学部 獨協大学 外国語学部

　　　〃 政治経済学部 新潟経営大学 経営学部

　　　〃 ２１世紀アジア学部 日本大学 工学部

作新学院大学 経営学部 日本社会事業大学 社会福祉学部

産業能率大学 経営学部 日本体育大学 保健医療学部

　　　〃 情報マネージメント学部 東日本国際大学 健康福祉学部

城西大学 現代政策学部 　　　〃 経済経営学部

城西国際大学 医療薬学部 富士大学 経済学部

　　　〃 国際交流学部 平成国際大学 スポーツ健康学部

尚美学園大学 総合政策学部 明治学院大学 法学部

上武大学 ビジネス情報学部 　　　〃 社会学部

駿河台大学 経済経営学部 立正大学 経済学部

　　　〃 法学部 流通経済大学 社会学部



⚽戦績 

選手権 インターハイ （地区大会） 新人戦 （地区大会） 県リーグ 

平成２０年度 ２次大会 ベスト１６ ５位 ベスト８ 準優勝 Ｆ３ 優勝 

平成２１年度 ベスト８ ３位 
（東北大会出場） 

優勝 ３位 
（東北大会３位） 

優勝 Ｆ２ 準優勝 

平成２２年度 ３位 県大会出場 ３位 － 地区敗退 Ｆ１ 準優勝 

平成２３年度 ベスト１６ － 地区敗退 － 地区敗退 Ｆ１ ６位 

平成２４年度 ベスト１６ ベスト８ ５位 県大会出場 ３位 Ｆ１ ７位 

平成２５年度 ２次大会 ベスト１６ 優勝 ３位 優勝 Ｆ２Ａ 優勝 

平成２６年度 ベスト８ 準優勝 
（東北大会出場） 

２位 優勝 
（東北大会出場） 

地区免除 Ｆ１ 準優勝 

平成２７年度 準優勝 準優勝 
（東北大会３位） 

地区免除 ベスト８ 地区免除 
東北ＰＬ 
１０位 

平成２８年度 ３位 ３位 優勝 ベスト８ 優勝 
Ｆ１ ５位 

Ｆ２ ８位 

平成２９年度 ３位 ベスト１６ ２位 ３位 優勝 

Ｆ１ 準優勝 

Ｆ２ 準優勝 

Ｆ３ ２位 

平成３０年度 準優勝 ３位 優勝 ベスト１６ 地区免除 
Ｆ１ 優勝 

Ｆ２ ３位 

平成３１年度 
令和元年度 

ベスト８ 準優勝 
（東北大会ベスト８） 

地区免除 優勝 
（東北大会準優勝） 

優勝 

東北ＰＬ９位 

Ｆ１ ７位 

Ｆ３ ５位 

東北大会７度出場 最高成績 準優勝 



平成２６年度・２７年度・令和元年度 県高校総体 
平成２７年度・平成３０年度 県高校サッカー選手権  

決 勝 進 出 ！ 



令和元年度 県新人大会 優勝！！ 
（５年ぶり２度目） 

令和元年度 東北新人大会 準優勝！！ 



⚽選手の声 

大津 平嗣 （ ３年 主将 ＤＦ ） 
久米ＳＳＳ（茨城）→鹿島アントラーズノルテＪＹ（茨城） 

学法石川で３年目を迎えて 

 私は、学法石川に進学してから様々なことを経験させて 
もらっています。それにより、今ではサッカースキルの向上と 
人間力の向上を感じながら日々の生活を楽しく送っています。 
サッカーで上を目指せることと文武両道を目指す学校に 
惹かれ学法石川に進学を決めました。１年生の頃は、新しい 
環境に慣れず、練習や試合で上手くいかない事の連続で 
辛い時期を過ごしました。しかし、その時周りの優しい先輩方や 
監督、コーチに支えられてそのような期間を乗り越えられ、 
サッカープレーヤーとして成長させてもらいました。 

 ２年生になってからは、後輩ができ、お手本となる立場になることに自覚と責任を感じるように 
なりました。ピッチ上でもピッチ外でも後輩に憧れられるようにと考える事で普段の生活、言葉の 
使い方などに変化が生まれ人間的にも成長したと思います。 
 ３年生になってからは、後輩に教えられる程のサッカースキルが身につきました。そして、 
キャプテンを任され、色々な人から見られることが増え、言動のひとつひとつに今まで以上に 
気を使うようになりました。キャプテンとしてのタスクを果たすために、 

「常に相手の立場になって考えること」、「全員のベクトルを合わせるための声のかけ方」 
など今も試行錯誤を重ねながら日々成長を実感している所です。 
 このように学法石川サッカー部は、サッカーはもちろん人間力の成長も実感出来る所だと 
思います。全国大会に出場し、全国でも勝てるチームになることが私たちの目標です。 
学法石川で過ごす３年間ほど濃い３年間はないと思います。 
私たちと共に目標を達成するためにお互い高め合って成長していきましょう。 

 学校生活では、毎日サッカー部としての自覚と責任を 
持って行動しています。学校生活の中でサッカーに活かせる 
場面を自分で考えて、意識的に取り組む選手も多くいます。 
また、他の部活や、クラスメイトの活躍はとても刺激になります。 
 寮生活では、人工芝のハーフコートが寮の前にあるので、 
いつでも自主練習できることが魅力です。雨天時には体育館 
も利用でき、最近はウエイトトレーニングにもチームとして力を 
入れています。また、食事や入浴、フリーの時間など、多くの 
場面で仲間と一緒に生活するので、サッカーの話やビデオを 

衣川 佳佑 （ ３年 ＭＦ ） 
高砂イレブン（埼玉）→草加中学校（埼玉） 

学校生活、寮生活について 

見たり、常にコミュニケーションを取ることができます。自分次第でサッカーに本気で取り組めるし、 
サッカーを中心に生活を考えると、人としても多くのことを学ぶことができます。 



⚽選手の声 

渡邉  駿 （ ３年 ＧＫ ） 
会津サントス（福島）→会津サントス 

トレーニング環境について 

 学法石川のサッカー環境は、寮の前にグラウンドがあり 
いつでも自主練習ができるのがとても良い所です。グラウンドが 
近い分自主練習をしていなければ、自分もやらなくてはと思い、 
チームメイトと切磋琢磨できるのが他にはない部分でもあります。 
半面しかない環境の中でもプラスに言えば球際の強さや 
プレースピード、ボールを扱う技術が向上します。 
練習の雰囲気も良く、練習中は学年差は関係なく日々練習に 
取り組んでいます。学法石川サッカー部のスタッフは、練習では 
熱心に指導してくださる面もあり、オフザピッチでは選手と話し 

笑い合う時もあり、選手との距離は近く、思っている事も素直に伝えられる環境だと思います。 
自分はGKというポジションでプレーしてます。日々の練習では、ＧＫコーチが練習メニューを 
毎日変えて試合に近いシチュエーションでトレーニングしています。各選手の苦手な部分を練習に 
取り入れて克服でき、充実したトレーニングを行うことができています！練習試合や公式戦などの 
自分のプレーをワンシーンずつ切り取って良いプレーや悪いプレーなどの改善点を教えて下さり、 
とてもわかりやすく改善できます。学法石川サッカー部はサッカーに打ち込める場所だと思います。 
チームで掲げる目標でもある『全国で勝てるチーム』という目標に近づけるために、私達と一緒に 
サッカー打ち込みましょう！ぜひ学法石川へ！ 

 学法石川を知ったのはクラブユースの東北大会で声を 
かけてもらい練習会に参加したのがきっかけです。 
学法石川を選んだ決め手は、サッカーをしていて素の自分を 
出せると思ったことと、人間性を成長出来ると思ったからです。 
僕の高校サッカーのイメージは、上下関係が激しく文句が多い 
サッカーが頭のどこかにありました。しかし全く感じさせない位に 
先輩は優しく初対面の僕に優しくしてくれました。プレーしている 
中では年齢なんて関係なく言いたいことを言える環境があり、 
オブザピッチではチームの仕事を後輩に任せるのではなく 

竹沢  陸 （ ２年 ＦＷ ） 
おきのＳＳＳ（宮城）→ＦＣみやぎバルセロナ（宮城） 

なぜ学法石川を選んだのか 

先輩が率先して行動に移すという稲田先生の教えがあり魅力を感じました。さらに学法石川は、 
まだ全国大会に出場したことがないと聞き、全国大会常連の尚志高校など全国に近い高校は 
沢山あるかもしれません。でもインターハイ、選手権大会で初の全国大会に出場するという 
達成感や学法石川に歴史を刻みたいと思い、山に囲まれ妥協する環境がないここなら本気で 
サッカーに打ち込み努力出来ると思い学法石川を選びました。 



⚽ＯＢ選手の声 

⚽選手の声 

谷  唯煌 （ １年 ＭＦ ） 
紀城ＪＳＣ（和歌山）→ＲＩＰＡＣＥ（大阪） 

なぜ和歌山から福島に 

 和歌山県から福島県の学法石川に進学した谷唯煌です。 
僕がこの高校知った理由は父の知り合いが監督の稲田先生と 
繋がりがあったので夏休みに練習会へ参加しました。その時、 
自分に合っているなと思いました。 
なぜなら、学法石川のプレースタイルは前線からハイプレスで 
ボールを奪取し、ショートカウンターで得点を奪う所、サイドに 
展開してゴールに向かって行くサッカーが僕のプレースタイルと 
合っていたからです。そして、山に囲まれていて、遊ぶ環境も 
少なく、サッカーに集中できると考え、学法石川を選びました。 

この１ヶ月間寮生活と部活動をした中で、まず、誰にでも挨拶する礼儀の大切さを知りました。 
コロナウイルスの影響で少ししか部活動も出来てなかったけど先輩達が自主練をしている姿を見て、 
自分で考え練習を組み立ててるのが凄いと思いました。自分にはそんな力がないので身につけて 
いきたいと思います。僕は、いち早くトップチームに入り、全国大会出場に向けて日々努力します。 

 学法石川で学んだことは常に高い目標にチャレンジすること、 
謙虚な気持ちを持ち続けることです。学校やサッカーの練習、 
オフのときも常にインターハイ、選手権で全国大会に行き、 
あの舞台で勝つことを意識できる環境にあります。 
その高い目標を持つことで大学サッカーではチームとして 
日本一、個人としてはプロサッカー選手になるという目標の 
ために努力出来ています。また、サッカーに打ち込める環境が 
整っていて、チームトレーニングとしては戦術、ユニット練習 
など、その他の時間で個人の自主トレーニングをし、個人の 

熊谷 太陽 （ 平成３０年度主将 ） 

塩釜ＦＣ（宮城）→塩釜ＦＣ→学法石川→大阪体育大学 

学法石川の３年間で学んだこと 
また、大学でいきていること 

スキルアップそして寮の中ではビデオがありサッカーＩＱを上げるといったチーム、個としてのレベル 
アップできる環境があります。その中で上手くなるには監督、コーチ、チームメイトがアドバイスして 
くれたことを謙虚に受け止めることや常に感謝の気持ちを持つことが１番大事になってくる。 
それは大学、社会人としてとても必要なことです。自分は大阪体育大学に進学して全国の強豪校 
から来る選手に勝つためには学法石川で学んだ謙虚な気持ちを持ち続けて、言われたことを 
素直に受け止めて努力し続けることを意識してトレーニングしています。その結果Ｂチームで 
スタメンに選んでいただき、日本一には届かなかったものの全国３位になることが出来ました。 
学法石川ではサッカーはもちろん高いレベルでトレーニングが出来ます。 
また、それ以外に人間力を養い次のステージで活躍できる環境です。 



⚽お問い合わせ方法 

①学法石川サッカー部ＨＰよりお問い合わせください。 
 

  https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/  

②下記まで直接お電話またはメールにて 
 

 学法石川サッカー部  
  監 督   稲田 正信  090-9597-6062 
 ＧＫコーチ  星  航司  080-6032-6210 
                                    gakusekifc@gmail.com 
  コーチ    鼓  伸真  080-1671-0385 
 
 寮について 
  部 長   野崎 浩幸  090-6450-5718 
                  0247-57-6251（山形寮） 

③練習会について 
 

 学法石川サッカー部ＨＰに後日掲載します。 
 ご確認お願いします。 

https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/
https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/
https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/
https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/
mailto:gakusekifc@gmail.com


学石サッカー部ＨＰ 
CLICK！！ 

学法石川高校ＨＰ 
CLICK！！ 

https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/
http://ishikawa-gijuku.ac.jp/index.html

