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大阪市内や和歌山からも通学できる!

1繭淋輔餓 尊ムFばHll力ヽら1
-南 海線急行約33分 一[泉佐野駅]―南海バス約25分 (熊取経由)一[本校]

『瀞織貫‖寺駅からJ
―阪和線快速約3]分 一[熊取駅]―南海バス約 10分 一 [本校]

I商瀕首鍛 和歌いi諮服為`いI
―南海線急行約29分 一[泉佐野駅]―南海バス約25分 (熊取経由)一[本校]

卜J樹平樹歌[Ll椰賞力li5]

―阪和線快速約28分 一[熊取駅]―南海バス約]0分一[本校]

[ご罵聯i哺職力`■1
-和 歌山バス約35分 一[大阪体育大学□]―徒歩約5分一[本校]

大阪体育大学浪商高等学校
〒5900459大 阪府泉南郡熊取町朝代台 1番 1号 TEL(072)4537001(代 表)

お問合せ先  入試対策室 TEL(072)453 7972 FAX(072)4537975

鬱嬌露鶴 醸 ‡‡[幾ソ額篭轟 ‡薇 鶏議幾壌 sho“ 鬱櫃 .機鰻

個人 青報の保護につきましては 個人情報保護法並びに学校法人浪商学園個人情報保護規定に

基づき、適正に取り扱います。

′`ソコンから PC専用HPアドレス

、httpノ/www2.ouhs acjp/namisho/

携帯電話寺用  HPア ドレス

http:〃www2 ouhsacjp/namisho/m
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大阪体育大学のスポーツ導 習施設を

共有で締 自然に恵まれた環境が、

めなたの3年 間の舞台です。

自然に恵まれた泉南・熊取町に広がる広大なキャンバスには

大阪体育大学が誇る、自慢のスポ…ツ。学習施設がずらりと並びます。

体育館や競技場、屋内プール、屋内練習場など、これらの施設を

高校のクラブ活動や授業でIll用できるのも、本校の大きな魅力のひとつ。

コンピュータ数室や視聴覚数室などの最新学習設備も完備し、

あなたの可能性を最大限に伸ばす環境を整えています。

クラブ活動マップ

●硬式野球部

0陸 上競技部

0水 泳部

0サ ッカー部

0ラ グビー部

0男 子バスケットボール部(2階)

女子バスケットボール部(2階)

男子バレーボール部(2階)

女子バレーボール部(2階)

レスリング部(1階)

実」道部(1階)      ,

柔道部(1階)

日本拳法部(1階)

進学クラブ(1階)

0硬 式テニス部

0八 ンドボール部

0軽 音楽部

美術部

⑩放送部

自然科学部

陸 上 競 技 場

3種 公認8コ ース、全天候型400m

の本格的陸上競技場です。

中 ・高 グ ラ ウンド

120× 70mだ から、各種の競技が

ラクラク共用できます。

|ナイター施設や雨天練習場を割扁した

1野球場。両翼90mセ ンター よ120m

あり のびのびフレーできます。

!自慢の3階 建て。柔道場やトレーニ

|ングルームを併設しています。

野球場

i=
二=■

テニスコート
クレーコート2面 のテニスコート。

※駐車場を完備しておりますので、お車でもお越しください。
|
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]男 子 131名  2毎 日

3 春季選抜大会出場 19回 (li勝2回 準優勝3回

夏季選手権大会出場 13回 (優勝2回 )

2010年 度大阪大会
(春 4回 戦敗退、夏:準優勝 秋 5回 戦敗退)

2011年 度大阪大会

(春:ベスト16、夏:ベスト16、秋:ベスト4)

4根 気よく本気でプレーしろ、練習しろ。

1111「11
1 男女52名  2月 ～土曜

3 2009年 度

アジア水泳選手権大会 50m背 泳優勝

2011年 度

全国高校総体 個人 ]0種 目、団体4種 目 出場

国民体育大会 3名 出場

大阪高校対校選手権 男子総合優勝 (5連覇)、

女子総合優勝

近畿私学高等学校水泳選手権

男子総合優勝 (5連覇)

4継 続は力なり

|.ヽ1‐ 1111  11.II

]男 子27名  2毎 日

3 2011年 度

大阪高校総体 (春 秋)準優勝

国民体育大会大阪府代表選手 1名出場

全匡高校選抜大会3年 連続5回 目出場

年齢別日本代表選手 1名

4全 国制鶏

FF 1 11111 111
1 男女59名  2月 ～土曜

320]卜 年度

全国インターハイ 砲力,投げ出場

日本ユース選手権 砲丸投げ出場

日本ジュニア 三段]むび出場

近畿大会 4種 日出場

大阪高校駅伝大会 男子8位 女子 141■

4体 ます 怠 りず 努力すること
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]女 子2]名  2毎 「¬

3 2010年 度

インターハイ大阪 ll予選 第3位

滋賀近畿大会出場

2011年 度

インター八イ大阪府予選 ベスト16

4-意 専心

|‐ 1, ||

1男 子 105名  2毎 日

32011年 度

全国インターハイ大阪予選 ベスト32

全国選手権大会大阪予選 ベスト8

大阪高校新人大会サッカー大会 ベスト8

4厳 しい中にも楽しいサッカー

■,11-|11

1男 子22名  2月 ～土曜

3全 国大会9回 出場
(ベスト41回 、ベスト82回 )

国体大阪代表2回 出場
(ベスト41回 第35回 以降

大阪代表選手8名 輩出)

4勇 往通進

(浪商学園 運動部強化センター

支援クラブ)

■■■1
1男 子 19名  2毎 日

3 2011年 度

近畿大会個人 団lyt出場

大阪府高校西地区学年別

1年優勝 2年 準li勝

大阪総体個人優勝

4克 己心

眩.



男子バスケットボール部
1男 子28名

2毎 日

3 2010年 度

インター八イ予選 ベスト32

大阪総体 ベスト32

2011年 度

新人戦出場

4-丸 必勝

曇黙科学部
1男 子 ]名

2月 ～土曜

3パ ソコン検定:準2級 3級 など

情報関連の資格取得多数

4自 分で考え、自分で取り組む

貪J)重書5
1男 女8名

2月 ～土曜

32009年 度

大阪インター八イ予選

個人 団体ベスト32

4心 と身体を鍛える

男女硬式テニス部
1男 女24名

2月 ～土曜

32009年 度

サマーテニストーナメント

シングルス3位 ダブルス優勝

大阪高校春季大会 団体ベスト16

地区大会での数々の優勝(数年連続)

2011年 度

大阪高校総体 シングルスベスト64

阪南地区大会 シングルス優勝

4ネL儀忍耐 勝利

進学クラブ(1・Ⅲ類のみ)
]I、日類 男女35名

2月 ～土曜

32009年 度 開設

4自 分の夢を目指そう
(文化系強化クラブ)

提術部
1男 女6名

2週 3回

3大 阪私学美術展 入賞

大阪府高等学校芸術文化祭 入賞

大阪成膜アート&デ ザインコンペ 入賞

4自 分のCOLORを 見つけだす

男子バレーボール部
1男 子 14名

2月 ～土曜

32011年 度 クラブ昇格

4元 気 やる気 自信

女子バレーボール部
1女 子 10名

2月 ～土曜

3 2009年 度

春季大会4部 優勝 (3部昇格)

4元 気 やる気 自信

レスリング部
1男 子4名

2毎 日

3 2008年 度

国民体育大会(大分)5位

2009年 度

近畿大会(和歌山)2位

2010年 度

全国選抜大会2回戦

インター八イ予選 1位

2011年 度

春季大会 ]位

4コ ツコツが勝つこつ|

軽音楽苦「
1男 女 19名

2月 火 木 金 土曜

3 対夕ヽコンテスト入賞

(個人のべ 11名 )

ドリコム[mus c pOWer staJon]

本選出場(1バンド)

スプリングライブフェスティバル

決勝出場(個人 ]名)

4「 何でもあり」の日すじめありJ

日本拳法部
]男 女28名

2月 火 木 金 土曜

3 2010年 度

西日本選手権 団体の部 ベスト8

2011年 度

全国選抜大会 全国選手権大会

個人の部出場 ベスト16

4団 体としての和と礼儀

1,iX古「
1男 子5名

2月 ～土曜

3過 去にNHK杯 全国高校放送

コンテスト大阪大会

テレビドキュメンタリー部門

優勝など

4や りたいことを実現していく

イベントクラブ

ダンス同好会
]女 子6名

2火 水 木 土曜

32012年 度 同好会創設

4個 性を伸ばそう
1部 員数

2練 習日

3主 な実績、内容

4モ ットー
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