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南葛SCとは
クラブ概要説明

南葛SCは1983年に創設された『常盤クラブ』を母体とし、
2012年に『葛飾ヴィトアード』の名称で活動。2013年に
高橋陽一先生が後援会長に就任し、『キャプテン翼』の主
人公・大空翼が小学校時代に所属していたクラブと同名の
『南葛SC』に名称を変更する。2020年2月にJリーグ百年
構想クラブに認定。2022シーズンは、関東サッカーリーグ
1部（実質5部）に所属。葛飾区を中心とした東京都全域を
ホームタウンとしている。

オーナー 兼 代表取締役社長

『キャプテン翼』原作者。2019年1月、株式会社 南葛SCを
設立。代表取締役社長に就任する。

高橋 陽一
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クラブ概要
ビジョン

「サッカー＆スポーツ＆『キャプテン翼』の力で、みんなをもっと笑顔に」
サッカーを始めとしたスポーツには、人々を笑顔にするチカラがあります。そ
れは『キャプテン翼』という作品も同様です。『キャプテン翼』から生まれた
クラブである南葛SCは、サッカーを始めとしたスポーツの力で、葛飾や下町エ
リアはもちろん、東京、日本全国、そしてアジアを中心とした世界の人々を、
もっともっと笑顔にすることをVISIONに掲げます。

エンブレム

①南葛SCのシンボルでもある翼君と若林君の出会いのシー
ンからスタートする。すべてはここから始まった。
②葛飾区の花（しょうぶ）をモチーフにまわりの枠は、江
戸川、中川、荒川をイメージした３本の線で囲まれている。
③カラーも葛飾区のカラーと、南葛SCのベースカラーでま
とめる
④月桂樹で回りをおおい、勝利と栄光のシンボルとして勝
者の証として黄金色に輝いている。

「葛飾からJリーグへ。そして日本＆アジアを代表するクラブへ」
南葛SCの短期目標は「葛飾からJリーグへ」の実現です。東京23区にホームス
タジアムを持つクラブとしてJリーグ入りするのが現時点での目標ですが、我々
のMISSIONはそこでは終わりません。『キャプテン翼』にふさわしく、日本を、
そしてアジアを代表するクラブを目指して活動していきます。

ミッション

南葛SCの「SC」は「サッカークラブ」ではなく、「スポーツクラブ」です。そ
して、南葛SCは、サッカーやスポーツに限らず、地域の人々、サッカー＆ス
ポーツを愛する人々にとって大切な存在となり、南葛SCというクラブを通じて、
多くの人々がつながり合える、そんな存在でありたいと考えています。

バリュー
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カテゴリー
チーム成績

2014年 東京都社会リーグ3部 2位
2015年 東京都社会リーグ3部 優勝（2部昇格）
2016年 東京都社会リーグ2部 ２位
2017年 東京都社会リーグ2部 優勝（1部昇格）
2018年 東京都社会リーグ1部 優勝

関東社会人サッカー大会準々決勝敗退
2019年 東京都社会リーグ1部 7位
2020年 東京都社会リーグ1部 優勝

関東社会人サッカー大会 優勝（関東社会人リーグ2部昇格）
2021年 関東サッカーリーグ2部 2位（昇降格入れ替え戦進出）

1部・2部入れ替え戦に勝利 1部昇格決定
2022年 関東サッカーリーグ1部

～2015年 ～2017年 ～2020年 ～2021年 (最速)2022年 (最速)2023年 (最速)2024年

これまで これから

東京都リーグ
3部

東京都リーグ
2部

東京都リーグ
1部

関東リーグ
2部

関東リーグ
1部

JFL
日本フットボールリーグ

Jリーグ
（J3）

2015年
3部リーグ優勝

2017年
2部リーグ優勝

2020年
1部リーグ優勝
関東社会人大会
優勝

2021年
2部リーグ
準優勝

【条件】
・1部優勝
・全国地域リーグで
2位以内

【条件】
・4位以内
・百年構想クラブで
2位以内

2022年
1部リーグ初年度
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2022年 トップチーム主な在籍選手

稲本潤一

楠神順平

ガンバ大阪、アーセナル、フルアム、
WBA、川崎フロンターレなど

川崎フロンターレ、セレッソ大阪、サ
ガン鳥栖、清水エスパルスなど

佐々木竜太 下平 匠
鹿島アントラーズ、湘南ベルマーレ、
栃木SC

ガンバ大阪、横浜F・マリノス、ジェフ
千葉

安田晃大

河野広貴

ガンバ大阪、ギラヴァンツ北九州、東
京ヴェルディ、愛媛FC

東京ヴェルディ、FC東京、サガン鳥栖
岡田翔平
サガン鳥栖、湘南ベルマーレ、ザスパ
クサツ群馬

石井謙伍 河本明人
コンサドーレ札幌、愛媛FC ヴァンフォーレ甲府、栃木SC

今野泰幸 関口訓充
コンサドーレ札幌、FC東京、ガンバ大
阪、ジュビロ磐田

ベガルタ仙台、浦和レッズ、セレッソ
大坂

伊野波雅彦
FC東京、鹿島アントラーズ、ヴィッセ
ル神戸、ジュビロ磐田、横浜FCなど
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アカデミー概要
ビジョン

サッカーを始めとしたスポーツの力で、葛飾や下町エリアはもちろん、東京、
日本全国、そしてアジアを中心とした世界の人々を、笑顔にできる選手を育て
ます。

南葛SCの中心となり、海外でも活躍できる選手の育成
南葛SCの将来を担い、社会（地域）に貢献できる人材の育成

主体的に行動できる環境作り
一人一人の違いを尊重して、長所や特徴に磨きをかける

育成方針

ボールとスペースを支配してゲームの主導権を握る
攻守においてポジショニングで優位性を創り出す

フットボールコンセプト

U－18

U－15

（U－12）

（SPスクール）

TOP
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スケジュール（2022年）※2023年以降は変更になる可能性があります
火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土／日曜日

U-15 18:00－19:30 オフ 18:00－19:30 19:00－20:30 試合or練習

U-14 17:45－19:15 オフ 17:45－19:15 19:00－20:30 試合or練習

U-13 17:45－19:15 オフ 17:45－19:15 19:00－20:30 試合or練習

U-15 U-14 U-13
約20名（約25名） 約20名（約30名） 約20名

U-18 U-17 U-16
約15名 約15名 約15名

活動人数（2023年度）

会費
カテゴリー 入会金 年会費 月会費 寮費

U-15 - 10,000 16,000 -
U-18 10,000 10,000 12,000 約50,000

（食費・光熱費込み）
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スタッフ
アカデミーダイレクター 芳賀敦（2023 U-18監督）

＜指導歴＞
1994年 甲府クラブ/ヴァンフォーレ甲府トップチームヘッドコーチ
1996年 桐光学園高等学校サッカー部コーチ

全国高校サッカー総体 3位
全国高校サッカー選手権大会 準優勝

2000年 東洋大学サッカー部監督
デンソーカップチャレンジサッカー大会 準優勝（関東大学選抜B監督）
関東大学リーグ 2部昇格

2007年 柏レイソル U-18 監督
日本クラブユースサッカー選手権大会 ベスト 8
Jリーグユース選手権大会 準優勝

2008年 柏レイソル U-13 コーチ
2009年 セレッソ大阪西 U-15 監督

高円宮杯 U-15 関西リーグ 優勝
高円宮杯 U-15 関西大会 準優勝

高円宮杯全日本ユース U-15 （初出場）予選リーグ敗退
2010年 FC 琉球トップチームヘッドコーチ
2011年 ブラウブリッツ秋田強化育成部長兼 U-15 監督

山口国体 準優勝（秋田県国体選抜成年男子監督）
高円宮杯 U-15 秋田県リーグ 2 部 優勝(1 部昇格)
秋田県クラブユース連盟 U-15 新人戦 優勝

2013年 日体大柏高校ヘッドコーチ
関東大会千葉県予選優勝/関東大会 ベスト4
インターハイ千葉県予選 ベスト４

2014年 栃木SC U-15監督
全国クラブユース選手権関東大会 準優勝
全国クラブユース選手権（初出場） ベスト8
高円宮杯全日本ユース U-15 1回戦敗退

2015年 柏レイソル U-14 コーチ
2016年 柏レイソル U-15 監督

全国クラブユース選手権 ベスト8
高円宮杯全日本ユース U-15 ベスト16

2017年 柏レイソル U-18B 監督
高円宮杯 U-18 千葉県リーグ 2部 2位(1部昇格)

2018年 柏レイソル U-13コーチ
2019年 柏レイソル U-14コーチ
2020年 松本山雅 U-15 監督兼テクニカルサブダイレクター
2021年 松本山雅 U-18B 監督兼テクニカルサブダイレクター

高円宮杯 U-18 長野県リーグ 2部 2位
三重国体北信越大会 3位（長野県国体選抜少年男子ヘッドコーチ）
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コーチングスタッフ
U-15監督

滝口 慎也
JFA公認 B級ライセンス
三菱養和調布Jrユースコーチ
三菱養和巣鴨 ジュニアコーチ
FELICE FC浦安 Jrユース監督

U-14コーチ

西川耀佑
JFA公認 C級ライセンス
アルビレックス新潟スクール
コーチ
アヴェントゥーラ川口 U-12監
督

U-13コーチ

稲垣 優太
JFA公認 B級ライセンス
清水エスパルス サッカース
クール
アヴェントゥーラ川口 Jr.ユー
スコーチ
チナブレーゼ U-12監督

U-15GKコーチ

其町 周弥
JFA公認 C級ライセンス
江戸川大学 GKコーチ
レイソル野田 GKコーチ
南葛飾高校 GKコーチ

アシスタントコーチ

佐藤 佑柚
岡山学芸館高卒
（南葛Jrユース OB）



10

サポートスタッフ
メンタルサポート

木村好珠
メンタルアドバイザー
東邦大学医学部卒
◆メンタルアドバイザーとしての経歴（アカデミー）
コンサドーレ札幌アカデミー／横浜FCアカデミー

ザバス
※2023年より導入予定
リカバリーサポート/栄養講習/ 食事調査 他

栄養サポート
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練習場
水元総合スポーツセンター

東京都葛飾区水元1-12-1
最寄り駅：金町駅
京成バス
(金62)金町駅北口～西水元3丁目(一部大場川水門)水元
総合スポーツセンター入口下車3分
東武バスセントラル
(有26・27)亀有駅北口～西水元循環(一部葛飾車庫止)
水元特別支援学校前下車7分
(有36)亀有駅北口～水元総合スポーツセンター 終点
下車
(綾37)綾瀬駅～水元総合スポーツセンター 終点下車

※試合及びトレーニングで使用

東京都葛飾区新宿6-3-2
最寄り駅：金町駅
電車：JR常磐線金町駅から徒歩10分
バス：京成バス(金02出入)金町駅北口～金町営業所(本
数少)
にいじゅくみらい公園下車

※トレーニングで使用

東京都葛飾区東金町8-27-1
最寄り駅：金町駅
東武バスセントラル
(金50)金町駅(南口)～東金町循環(朝夕のみ)
東金町運動場入口下車5分
(金52)金町駅(南口)～大正橋～幸房～みさと団地(一部
三郷駅)
(金54)金町駅(南口)～リハビリ病院～市役所～新三郷
駅(一部三郷中央駅・みさと団地)
高須または桜土手下車10分
※トレーニングで使用

葛飾にいじゅくみらい公園 東金町運動場多目的広場
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南葛SC U-18寮
葛飾区立石にある寮
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