
富士大学体育会サッカー部

岩手県花巻市下根子450-3

東北地区大学リーグ1部所属／東北社会人リーグ1部所属

2020年6月10日時点部員数；69名

★お勧めポイント； 食べ物が美味しい【富士大学学生御用達店 元祖満州にらラーメン さかえや本店】

運動部が多い大学 ⇒ 運動部学生に経済学を学ばせ社会(競技/就職)へ

就職に強い大学(部活動との両立)…全国の国公立大学全ての「経済学系」大学の中で第7位(2019年度)

説明担当； 監督 高 鷹 雅 也 (こうたか まさや)

(一財)全日本大学サッカー連盟理事

(一社)東北サッカー協会理事

(公社)岩手県サッカー協会技術委員 国体成年男子監督



2020年3月29日天皇杯岩手県予選 FCガンジュ岩手戦ゴール集



富士大学体育会サッカー部

2020年度版 富士大学体育会サッカー部 紹介パンフレット



≪TOPチームメンバー≫

富士大学体育会サッカー部

★東北地区大学サッカーリーグ1部
★東北I-LEAGUE
★総理大臣杯東北予選
★東北地区大学体育大会(全国大会無し)
★天皇杯全日本サッカー選手権岩手県予選
*デンソーチャレンジカップ 北海道東北選抜
*全日本大学サッカー新人大会 東北選抜
*岩手県国体成年男子

◆総理大臣杯全日本大学サッカー選手権大会 4回出場

◆全日本大学サッカー選手権大会 1回出場

◆天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回出場

★岩手県国体成年男子(2017年度～)
*2018年度福井国体5位



★東北社会人リーグ1部

★全国社会人サッカー選手権大会東北予選

★天皇杯全日本サッカー選手権岩手県予選

★岩手県民体育大会(全国大会無し)

◆全国社会人サッカー選手権大会 2回出場

◆岩手県民体育大会 優勝2回

富士大学体育会サッカー部

≪富士クラブ２００３メンバー≫



富士大学体育会サッカー部

2020年2月2日岩手県山田町サッカー教室



富士大学体育会サッカー部

2019年3月19日岩手県花巻市サッカー教室



富士大学体育会サッカー部

2019年9月15日鬼っジョブ
～北上おしごとパーク2019～



その他 主なボランティア活動
2016年から地元花巻市青年会議所と連携取り市内行事へ参加

・わんこそば全国大会

・花巻市花火大会駐車場警備

・岩手県内JCカップ(U-11)審判及びサッカー教室

・イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会

・早池峰山トレッキング(小学生との登山)

・50㌔ウォーク(1泊2日)

・小学生とのキャンプ
※2019年 隣の北上市青年会議所とも連携取り各種行事へ参加

※全選手審判資格を取得し1種～4種年代公式戦等への審判派遣



富士大学体育会サッカー部

所在地； 岩手県花巻市下根子450-3
※花巻市と北上市の市境にある

最寄駅； 東北新幹線 北上駅/新花巻駅
東北本線 花巻駅/村崎野駅



富士大学体育会サッカー部

富士大学 経済学部； 経済学科／経営法学科

学部学生数； 783名(5月20日時点)
サッカー部員 69名
※硬式野球部 220名、14の運動部

経 済 学 部； 国際経済コース、総合政策コース、地域貢献コース
教職課程…中学校1種免許状(社会)

高等学校1種免許状(地歴公民)

経営法学科； 経営・商学コース、法学コース、スポーツ経営コース
教職課程…中学校1種免許状(保健体育)

高等学校1種免許状(商業・保健体育)



入学・入部について； 競技成績等は最重要ではなく参考程度
4年間岩手に来て、この地で成長出来るかが大事

富士大学体育会サッカー部フィロソフィー≪2001年強化部時より≫

1.努力している者が正当に評価される組織
頑張る力・努力する力を身に付ける(活動力)、試合に負けた時に何を残せるか

2.サッカーを通じての人材育成
Playするだけではなく「させる側に」、将来に向けた進路開拓

3.強い精神力を持ち自己管理が出来る学生の育成
3本柱…サッカー部基本原則

①模範となる大学生活(授業への取組み)
②規則正しい私生活
③サッカーの活動(試合に出るだけではない事前準備等)



【 入試・受験について 】

サッカーを通じての受験… 総合型選抜入試Ⅰ期～Ⅲ期
志望理由書 ⇒ 小論文・面接試験

学校推薦型入試(指定校・スポーツ・公募)Ⅰ期～Ⅱ期
志望理由書等・評定平均3.0以上 ⇒ 小論文・面接試験

学力を活かしての受験… 特別選抜入試(学力優秀特待・資格取得特待)Ⅰ期～Ⅱ期
学習成績概評A評価者・資格証明書 ⇒ 小論文・面接試験

大学入学共通テストⅠ期～Ⅱ期
5教科16科目のうち2科目の合計点による選考

一般入試Ⅰ～Ⅱ期
小論文or指定8科目のうち1-2科目選択



【 入学にあたり 】

★競技成績を重要視してないので高体連・クラブチーム問わず受け入れ可

★練習参加大歓迎…私達の良い所・悪い所を見て感じ取り自分が成長出来る場所は
判断して頂きたい。例年練習参加者の80％以上が入学入部している

*学生のアパートに宿泊(夕食代は負担します)

★寮の有無… 自宅通い(岩手県内出身者)or近隣アパート *受験予定者へは斡旋あり
家賃相場；@25,000~30,000円

★私生活の雰囲気や生活のスケジュール等…
部の指針でもある、 ・私生活

・サッカーの活動を両立
・大学生活(授業への取組み)

*授業5回のうち3回休めば名簿(長欠調査)でます、該当者は1か月間活動停止



【 入学にあたり 】

・年間活動費… 100,000円/1年間(分割払い可) *年度により変動

・新入生ウエア代… 100,000円～120,000円(冬季ウエア含む) *年度により変動

・春季/夏季遠征合宿費… 各60,000円～80,000円 *年度により変動

★全国大会出場時、公式戦宿泊食事費等は別途徴収

・特待生制度… 入試による制度もアリ(学力・資格等)
サッカー部特待(要相談) ⇒ 早期決定者有利

入学金・授業料・施設設備費・委託徴収金等
合計1,270,500円(通常入学時/2019年度参考)

注； サッカー部退部時は特待解除または特待免除分返納アリ



富士大学体育会サッカー部

【 練習環境について 】 人工芝サッカー場



富士大学体育会サッカー部

【 練習環境について 】



【 練習環境について 】 スポーツセンター



【 練習環境について 】

練習日程… 月曜日 OFF/Free-Tr

火曜日 チームミーティング ～ OpenSkill-Tr・Phy-Tr等

水曜日 対人Tr(少数・SmallSize/狭い中での)

木曜日 対人Tr(複数・LargeSize/広い中での)

金曜日 Game形式(Set-Play等) *変則Game等

土曜日 Condition-Tr(Combination-Tr)

日曜日 公式戦orTrGame

*週末公式戦日程により水曜日／木曜日Menu変動

*大学近隣整骨院と個人契約し身体のケア及び補強



【 練習環境について 】
≪ Ｔｒ-Ｂｅｓｅ ≫

①攻守共に前でPlay(躍動感・主導権・アクション)
*出足良く、ゴール目指す、ボール･相手を止める

②休まず動く(相手より、複数に見えるような）
*連続性(稼働量)・判断切替・スケール感(距離と量)

③三手先を感じる予測のSpeed
*何が起きているかを感じる、何が起きるか？ 何をしていくかを発信する

④球際・競合い(走る・競る・闘う)
*野生の豹(狩り･ブツかる、生き抜く/Game為に)

⑤コーチング
*一体感、伝達、雰囲気▼(集中力･緊迫感)

⇒ Ｇａｍｅへ繋げる



【 練習環境について 】

≪ Game/Play-Concept ≫

【連動→数的有利/優位へ】 ★Ball際の数的有利/優位作り

【シュートイメージした組立て】 ★Pass＆Ctrの質・意識

【プレッシャーを掛ける】 ★90分間(以上の)ハードワーク

相手・環境変わっても同じサッカーを/劣勢・五分・攻勢でもブレない

を活かして ⇒ 勝つ可能性を高める



【 学校生活 】

就職について； 就職に強い大学(部活動との両立)
就職に強い理由…就職支援プログラム

実践的キャリア教育の充実
キャリアカウンセリング
資格取得支援

全国の国公立大学全ての「経済学系」大学の中で第7位(2019年度)
就職率2019年度卒業生96.4%(全国平均74.2%)

キャリア形成論・・・ 1年次から一貫した就職支援プログラム(就職するための力付け)
≪社会を生き抜くための「3つの実践力」を備えた、地域に貢献する人材を育てます≫

社会を正しく生き抜く力、学んだ知識を活用する力、社会の一員として共生する力



【 学校生活 】

・地域貢献人材育成プログラム≪DHC≫
故郷に愛着を持ち、地域振興に意欲的な人材を受け入れ、経済・経営・法律を学修。
本学と包括連携協定を結んだ自治体からの経済的援助を受けて4年間学べます。

・学び続ける教員育成プログラム≪ELL≫
中学校・高等学校の教員となり、学び続ける指導者として活躍する人材を育成するためのプログラム

・経済学科；公務員ゼミ・教職ゼミ／経営法学科；教職ゼミ・税理士ゼミ
公務員・教員・税理士等の希望者を対象とした専門ゼミを開講し、きめ細やかな指導で高い合格率を

目指す



【 学校生活 】 ≪取得できる資格≫

・中学校/高等学校 教員免許
社会、地理歴史、公民、商業、保健体育 *規定科目修得により取得

・司書(専門職員、国家資格)
図書館学講座、図書館勤務に必要な資格

・(公財)日本スポーツ協会指導者資格(共通科目Ⅰ～Ⅲ)修了認定
本学開講の7科目履修し修了認定を受けることが可能

・日商簿記検定試験対策講座(3級～1級)
15回の講座⇒簿記検定資格取得を目指す

・ＩＴサポート／日商ＰＣ検定試験対策講座
複数回の講座開設⇒検定試験実施へ



【 学校生活 】 学業との両立について

練習は通常全員の授業終了後または朝練習の為、
授業を休ませての練習等は行わない

少人数制ゼミナールにより個別指導が充実

サッカー部内での授業出席状況確認(長欠調査)



以上で、富士大学の案内を終わります

是非、一度遊びに来て進路の選択肢に加えて頂きたいです

サッカー部公式
Facebook・Instagram・Twitter等で活動風景見て頂きたい
です。まもなくホームページも閲覧出来ます

練習参加問合せ先；fc_fuji2001@yahoo.co.jp

宜しくお願い致します


