
文京学院中学サッカー部

【年間試合予定】

4 月：強化合宿

5 月：U15リーグスタート

8 月：U15選手権予選スタート

8 月：全国中学校大会

12月：大阪桐蔭カップ

3 月：仙台921カップ（聖和学園国井先生招待大会）

※2020年からU15選手権は、冬に移行されました

練習日：月・水・金・土・日 活動場所 平日：学校校庭 土：外部施設 日：試合会場

時間：16:00～18:30  （月・水・金） 13:30～18:00 （土） 日曜は試合中心

スタッフ
床爪 克至（英語科専任） 監督 チームマネジメント担当
横山 賢太郎（契約・週1回） ヘッドコーチ・フィジカルコーチ
権田 智久（契約・月２～4回） テクニカルアドバイザー
千葉 鈴美（本校サッカー部OG） 育成コーチ
中村 紘子（本校サッカー部OG） GKコーチ
アシスタントコーチ
中山 慎平（本校社会科講師）・青柳 知憲（元本校英語科講師）



横山賢太郎 （ヘッドコーチ・フィジカルコーチ）

【選抜チーム指導歴】
2000年、2006年～2010年、2013年、2014年東京都国体選抜男子サッカー(成年/'00優勝1回、少年 /'07'10'13優勝3回) 2006、2007、2008年サッ
カー日本高校選抜国内合宿 2012年サッカー日本高校選抜ヨーロッパ遠征(ドイツ～スイス)/ベリンツォーネ国際ユース大会(スイス) 

【高校チーム指導歴】
2000年3月～2019年3月都立三鷹高校サッカー部(選手権2回/ベスト8、1回戦) 2004年2月～2014年3月香川西高校硬式野球部(夏の選手権3回、
春の選抜1回) 2009年4月～2018年10月都立駒場高校サッカー部(関東大会1回/優勝、選手権1回/1回戦、インターハイ1回/2回戦) 2011年3月
～修徳中学高校女子サッカー部(選手権9回、インターハイ1回) 2012～2015年上武大学サッカー部 2013年6月～都立狛江高校サッカー部

2018年より 文京学院中学サッカー部コーチ

権田智久 （テクニカルコーチ）
【選手歴】
矢野西スポーツ少年団（広島県選抜）→安芸FCジュニアユース（日本クラブユース選手権大会 U 15 出場、
広島県選抜、中国地域選抜）→サンフレッチェ広島FC ユース（日本クラブユース選手権大会 U 18 出場、J ユースカップ出場）→広島経済大学

【指導歴】
広島経済大学学生コーチ、
安芸FC U 12 監督 U 15 コーチ（全日本少年サッカー選手権大会出場、バーモントカップ全日本フットサル選手権大会出場）
佐川急便中国サッカー部クラブマネージャー兼コーチ（天皇杯全日本サッカー選手権大会出場、全国地域サッカーリーグ決勝大会出場、全国社会人
サッカー選手権大会出場）
サンフレッチェ広島スクールコーチ 広島県立安芸高等学校外部コーチ

2021年より 文京学院中学サッカー部コーチ

COACHING STAFF ～中学時代に、「強さ」と「巧さ」を身につける～



千葉 鈴美 （OGコーチ・戦術アドバイザー）

2017年卒 現在小学生の男子チームのコーチも担当していて、指導力が高く、昨年9月より中学コーチへ抜擢しました。文京学院中高で6年間、DFと
して活躍しました。高校時代は、東京選抜にも選出され、高3時にはキャプテンとして東京都ベスト４にチームを導きました。選手たちからの信頼は絶
大で、頼れるOGコーチです！土日を中心に、指導を担当します。

中村 紘子 （OGコーチ・GK担当）

COACHING STAFF ～中学時代に、「強さ」と「巧さ」を身につける～

2011年卒 高３時に、キャプテンとして高校選手権東京都予選で十文字を破り優勝。卒業後は順天堂大学にてサッカーを続け、主将も務めました。

大学卒業後は、スポーツインストラクターとして働きながら、ラグビー競技に転向。現在はラグビーを続けながら、保育士の資格をとり、スポーツと仕
事の両立を続けています。ラグビーも仕事もオフの月曜日を中心に、指導を担当します。

寺本 知靖子・向山 遙 （OGコーチ・盛り上げ担当）
2011年卒 高３時に、高校選手権東京都予選で十文字を破り優勝。卒業後も、関東大学サッカーリーグ1部で活躍。サッカーが大好きな二人は、た
まに会場に来て、練習を盛り上げてくれます！

この他にもたくさんの
OGたちがサポートし
てくれています！



英語もサッカーも
上手くなるための６年間を

文京学院中高で

監督： 床爪 克至 昭和39年生まれ

渋谷区立長谷戸小学校→渋谷区立鉢山中学校→海城高校→上智大学→塾講師兼イベント会社勤務→文京学院大女子高校英語科教諭

27歳で現在の勤務先、文京学院大学女子中高へ赴任。勤務2年目で、サッカー部監督が突然学校を移動することになりました。その後、多くの方々
にアドバイスをいただき、文京学院高校サッカー部をマネジメントし、2010年、東京で優勝することができました。しかし、その後の関東大会で、敗退。
初の全国出場は達成できませんでした。2011年から中高一貫で育成することに取り組みましたが、高校の監督としては限界があるため、2020年9月
より、高校監督は退任し、中学監督、高校総監督に就任しました。定年まであと8年間ですが、最後のチャレンジとして、中高一貫での選手育成に真
剣に取り組んで行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

2011年より、公益財団法人全国高等学校体育連盟サッカー

専門部女子委員長を務めさせていただき、高校年代の女子
サッカーの普及発展に尽力してまいりました。
次は中学年代にも注力します!



中１・中２ 個人技術の完成

中３ 個人戦術の完成

高１～高２ チーム戦術の理解

高３ 集大成



トレーニングプラン（WEEK)

基本技術（止める・蹴る・運ぶ） 週２回

フィジカル（身体の使い方） 週１回

戦術理解（トレーニングマッチ） 週２回



６年間の節目となる大会

※U15リーグ （５月～１２月）

※U14大会（１月）

※選抜中学校大会（年８月）

※U15選手権大会（夏 東京 秋 関東 冬 全国）

小６（選抜）・中１・中２

中１・中２・中３

中１・中２・中３

中１・中２・中３

中学年代

高校年代
※高校選手権（都予選９月・関東予選１１月・全国１月）

※東京ＪＫリーグ （10月～12月）

※新人戦 （1月～2月）

※インターハイ （都予選4月～5月・関東予選6月・全国8月）

高１・高２・高３

高１・高２・高３

※関東Liga Student （４月～１１月） 高１・高２・高３

※めぬまカップ選抜高校女子大会 （3月） 中３・高１・高２

高１・高２・高３

高１・高２

→最大の目標とな
る大会です！



中１
たくさん食べる

たくさんボールに触る

身体の使い方を覚える

考えを伝えることを覚える



中２～中３

負けたくないと思うこと

上手くなりたいと思うこと

仲間を大切に思うこと

Mentality

Physical ability

Team building

※U15選手権大会（夏 東京 秋 関東 冬 全国）
※選抜中学校大会（夏 東京 将来はJFA主催大会になるよう働きかけています）
※U15リーグ



高１～高２

※めぬまカップ選抜高校女子大会 （3月）

全国の舞台へ立つ ～挑戦～

※インターハイ （都予選4月～5月・関東予選6月・全国8月）

※高校選手権（都予選９月・関東予選１１月・全国１月）

※東京U18リーグ （６月～12月）

※関東Liga Student （４月～１１月）

2020 群馬 2021  福井 2022 徳島 2023  北海道

仲間と共に闘う ～成長～



高３ 6年間の集大成
2020年～21年 3月卒業生進路

※大学でサッカーを継続する者
日本体育大学(1名）
神奈川大学（1名）
山梨学院大（1名）
新潟医療福祉大（1名）
十文字大学（1名）
立教大学（1名）
University of Northwestern Ohio（1名）

※体育会サッカー部には所属せず、
高校時代で完結した者
日本体育大（2名）
日本大（1名）
学習院大（1名）
立命館APU（1名）
東海大（1名）
成蹊大（2名）
立正大（1名）
東京保健医療大（1名）
文京学院大（3名）



本校第一希望の方へ

本校で６年間、サッカーと勉学
の両立を実践していく覚悟があ
り、体験練習や面接を通し、そ
れが可能であると判断した選手
に対して入試における優遇制度
があります。
また、入試成績の優秀な生徒に
は、特待制度が適用されます。

体験練習参加

候補者選定

監督面接

サッカー部床爪宛にご相談ください！

お問合せ： tokozume@bgu.ac.jp



Q: AチームとBチームに分かれて活動していますか？ A：2019年までは、A/Bに分けて活動することが多かった
です。2020年度U15選手権以降からは、中学の育成に
力点を置いていきます。床爪が統括し、横山賢太郎コー

チがフィジカル、権田智久コーチがテクニカル指導を監
修し、指導に当たります。

Q:入学の際に、入試で優遇された選手が、途中で退部す
ることは認められますか？

A:はい。認められます。合格を優遇するだけであり、学校

生活を優遇するものではありません。同時に、学校生活
の選択に制限をかけるようなことはありません。

Q：全国中学校大会は、実現しそうですか？ A：２０１９年まで、JFA主催の方向で動いていましたが、ま
ずは、開催都県のFAが主導のもと、大会を定着化させる
ことを目指しています。今まで高校サッカーの普及発展
に尽力を傾けてきた床爪が、今後は中学校年代の普及
発展に全力を尽くしていきます。

Q:日曜日の試合で、保護者の当番などはありますか？ A: 小学生のクラブチームとは違い、部活動は、保護者の

協力を求めることはありません。ただし、可能な方のみに、
選手の送迎等をお願いすることが、ごく稀にあります。

Q:サッカー未経験者でも、大丈夫ですか？ A：他種目競技経験者でも、基本的運動能力があれば、
６年間で伸びる可能性は十分にあります。他競技におい
ての実績があれば、サッカー未経験者でも大歓迎です。

よくある質問
Frequently Asked Questions

その他、ご質問がございましたら、tokozume@bgu.ac.jp まで、ご遠慮なくお問い合わせください。



こんな選手にはおススメです！

⚽サッカーだけではな
く、勉強（特に英語）
もしっかりやりたい

⚽将来、アメリカや
ヨーロッパでサッカーを
やりたい

☑統括の床爪とコーチの青柳は、英語
教師です！

☑アオバインターナショナルスクールとの
教育提携がスタートします！

☑海外経験を生かし、グローバル社会
で活躍する先輩が多数います！ 2020年2月 FIFAの視察団を迎える文京学院中高の選手たち

残念ながらワールドカップ招致は断念しましたが、これからも
世界とつながる文京学院を目指します！


