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入会問合せ・連絡先：        （ホームページ http://www.tokorozawa-minami.org/ ） 
 
 

監督     武藤 信介 
携帯 ０９０－２１５３－０２２５ 
 

事務局   宮崎 茂弘 
携帯 ０９０－２４６８－０１０７ 
 

 
『所沢南リトルシニアリーグ野球協会』は、平成 10 年に所沢市在住の中学生を対象に組織された硬式野

球のクラブスポーツチームです。平成 11年に現、一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会・関東

連盟に加盟承認を受けました。リトルシニアは全国に 7連盟・555 チーム・2 万人余りの選手が参加してい

ます。関東連盟は５支部・１都８県 208 チームを有する、わが国最大の中学生の硬式野球組織で、所沢南

は埼玉・群馬・栃木 3 県の 37チームで構成される北関東支部の南部ブロックに所属しています。 

所沢南リトルシニアリーグ野球協会は、心身の成長期にある中学生の健全育成の重要性を認識し、クラ

ブスポーツの社会教育の特性を活かして、保護者との協力のもとに全力で指導に当たっております。 

 

  北関東支部チーム 

  東部ブロック 大宮 春日部 川口  越谷  さいたま市中央 庄和 戸田東 三郷 八潮 

  南部ブロック 大宮東 ふじみ野 川越 志木  所沢南  戸田 新座  富士見 和光 蕨 

  西部ブロック 上尾  浦和 狭山 所沢中央  新座東 秩父  毛呂山武州 

  北部ブロック 足利 宇都宮 太田市 加須 行田  久喜  熊谷 佐野  栃木下野 深谷彩北 前橋 

 

一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会と活動： （ http://www.littlesenior.jp/ ） 

リトルシニア野球は、高校・大学・社会人・プロ野球と同じ硬式ボールを使用する中学生のクラブス     

ポーツです。金属バットを使用しますが、ルールと球場の大きさは同じです。各チームの選手達は、中学

校の部活とは別に、経験豊富な指導者のもとで野球に励み心身を鍛えます。毎年、リトルシニアの各チー

ムより高校に進学した選手は、高校野球地区大会で活躍し、春と夏の甲子園大会出場を目指して、さらに

は大学・社会人・プロ野球選手への夢を託して頑張っています。 

 

日本リトルシニア中学硬式野球協会年間事業スケジュール 

1 開 幕 式（各連盟規模） 

2 日本リトルシニア中学硬式野球選抜大会（全国大会） 

3 春季大会 支部予選、連盟規模大会を実施 

4 夏季大会（各連盟規模、兼全国大会予選） 

5 日本リトルシニア中学硬式野球選手権（全国大会） 

6 秋季大会（各連盟規模、選抜大会予選） 

7 国際親善大会（世界大会、全米選手権、台湾、東アジア等） 

   (他全国選抜記念大会、支部規模・ブロック単位大会、ローカル大会、他組織横断大会開催) 

 
 

 



『所沢南リトルシニアリーグ野球協会』 
 

目 的： 

所沢市内の中学生を対象に硬式野球を正しく指導し、野球を通じて心身を鍛錬し、幅広い友達を作り、夢

と希望に満ちた中学生活を満喫し、次世代を担う野球少年の健全育成を図ること。 

 

チーム方針： 

野球と勉強の両立、文武両道の精神を大切にしています。野球が大好きな少年は、だれもが参加でき、楽

しい雰囲気で練習・試合をすることを優先に考えておりますが、スポーツとして勝利を目標に各人が努力

し、チームスポーツとして仲間と共に協力し頑張ることが大切であり、そこに教育的価値があると考えて

います。選手一人一人が何事も積極的に取り組む向上心を大切にした親しみあふれるチーム作りを目指し

ています。 

 

－ チーム基本規約 － 

 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟北関東支部に所属する 

 原則として所沢市に在住する中学生を対象とする。 

 入会希望者の野球技術レベルを問わない。 

 勝敗より、その過程を重視する。 

 野球と本来の中学生活の両立を目指す。 

 チーム構成は基本的に学年単位とする。 

 基本的に保護者の指導参加は認めない。 

 人格を尊重し、信頼関係を構築するものとする。 

 基本的に退会の強制はしない。 

 公序良俗に反する行為はこれを禁じる。 

 具体的な運営については、細則で定める。 

 

指導方針： 

野球人に必要な「心・技・体」を基本として指導します。 

「心」礼儀と野球に取り組む姿勢・自主性を大切にしています。  

「技」走・攻・守の基本を一貫して指導し、野球技能を向上し高校野球に繋ぎます。 

「体」基礎トレーニングと食育を重視し、バランスのとれた体力向上を目指します。 

 

主練習場： 

三ヶ島製作所グラウンド、県立 芸術総合高校グラウンド(月 2～3回) 

練習試合・公式戦大会参加で他チームグランドへ遠征も多くあります。 

また近隣高等学校グラウンドなどを借りて練習する場合もあります。 

 

 

 

 

 

         

        芸術総合高校グラウンド 

 

 

 

 

 

      三ヶ島製作所グランド(所沢市糀谷 357 番地) 

 設備：内野全面、右翼方向 90m 

       バッティングゲージ 2面 

       ブルペン           2 面 

       ピッチングマシン  2 台 



 

練習日： 

毎週土・日、および祭日に行います。 

また平日練習(週一回放課後 8 時ごろまで、希望者のみ)も行っています。 

 

練習時間： 

8：00～17：00 但し、練習・試合日程により時間の変更があります。 

練習試合遠征・公式戦大会参加時は早朝に集合・出発します。 

上級生は土曜日には夜間練習(8 時頃まで)も行います。 

 

          三ヶ島製作所グランド練習風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     平日夜間練習(三ヶ島製作所グランド) 

 

指導体制： 

チームには監督・コーチ 14 名の指導者が 

所属し、常に選手一人々々に目が届くよう 

練習メニュー、コーチの配置をしています。 

 

健康管理： 

チームではくまはら接骨院(入間市)様の 

ご協力を得て肘・肩のエコー診断を含む 

メディカル・チェックを年 2 回行います。 

 

入団受付： 

随時受け付けています（体験入部可）。但し、入団は児童の在籍球団の卒団以降となります。 

入団の申し込みは、入会申込書・同意書を提出してください。 

入団は 4月 1 日付けになります。それまでの間は仮入部になります。 

また体験練習の参加は監督、又は事務局までご連絡ください。 

3 月頃入団希望者対象の説明会を開催いたします。 疑問な点につきましては事務局又は体験練習にお越し

の際、チーム・スタッフ、あるいは在団選手父母にお気軽にお問合せください。 

 



 

部費等について： 

入会金：\10000 円、部費：月額\8500 円。また夏合宿費として約 40000 円程掛かります。 

入会金は連盟選手登録料、保険料等を含みます。部費等は前月末までに指定の銀行口座に振込んでいただ

きます。 

また兄弟が当チームを卒団、在籍中の場合、入会金の免除あるいは部費を減免いたします。 

 

チーム役員・監督・指導者は無報酬のボランティアです。 

毎月の部費は試合/練習ボール、チーム野球用具、ピッチングマシン・発電機のリース料、グラウンド整備

費等の練習関連費用、大会参加費、審判部運営、所属連盟・支部・ブロックの運営費、チーム所有の車輛関

連費用など、所沢南リトルシニア野球協会活動に必要な運営費用になります。 

毎年定期総会を開き、チーム運営状況・会計収支を公表し、厳正なチェックを受けています。 

また、部費の変更は総会の決議をもって行います。 

 

遠征費･父母会費： 

父母会費：月額 1000 円（半年分 6000 円を 9月と４月に納入していただきます）。 

遠征費：月額 4000 円 四半期毎に父母会で金額調整します。 

 

用具について： 

用具、練習着、ヘルメット、試合用ユニフォーム、試合用帽子・練習試合用ユニフォーム・ストッキング

（チームで一括取次ぎ）は個人負担です。チーム指定の色などが決まっています。先輩から譲ってもらえ

る場合はそちらを着用しても構いません。 

オザワスポーツ店（所沢市有楽町 04-2922-6677）が指定店になっていますので「所沢南シニア」と言って

もらえば、2割引にて購入できます。グラブ、バット(公認製品)の購入の際は、コーチにご相談ください。 

 
指定用具等一覧  (参考価格) 

用具名 金額（円） 購入時期 備考 

練習着 白（上・下）   5,900～   

アンダーシャツ 紺   2,000～   

ベルト 黒   1,500～   

ストッキング 紺     950～  ハイカット禁止 

練習用帽子 白   1,800～   

スライディングパンツ   2,400～   

アンダーストッキング     700～   

金属スパイクシューズ、黒単色   6,900～   

アップシューズ   運動靴も可(白単色) 

ランニングシューズ    

グローブ  28,000～  単色に限る(高野連規定に準じる) 

チームバッグ    9,000 入団後各自 デサント製C-092B (マーク･名入) 

マーク刺繍、(ﾁｰﾑﾊﾞｯｸ等) 約5,000  割引対象外 

オーバーパンツ   3,800 入団後各自 アシックス製BAW100 (ネイビー) 

練習試合用上着   5,630 入団式時注文  

練習試合用帽子   2,400 入団式時注文  

ヘルメット   8,000 入団時 チーム一括購入 

公式試合用ユニフォーム一式  24､050 8月  

バリアフリース   8,200 8月 デサント製DBX-2773 (ネイビー) 

 
全国大会、国際大会について： 

チームでは選手の経験と見聞を広めるため全国規模の大会への参加を積極的に行っています。 

全国大会に出場の場合、開催地によって異なりますが 80,000～120,000 円程の費用が掛かります。 

また希望の選手には世界大会、全米大会他国際大会選抜チームへの推薦を行っています。 
 
 
 
 
 
 



 
父母会の案内： 

本会は所沢南リトルシニア野球協会の活動を支援し、その運営に協力することを目的として全在団選手の

父母で構成されています。チーム活動時の支援を当番制にて行っています。 
支援には、選手移動支援（公式戦・練習試合等で遠征に行く場合は父母会が選手の移動を行う）等が有り

ます。なお練習試合等では北関東支部の栃木県・群馬県はもとより関東一円から山梨県・静岡県・長野県

まで遠征いたします。また全国大会は大阪での春の全国選抜大会の他、各連盟持ち回りの選抜大会が開催

されますので出場権を獲得した場合は北海道から九州まで遠征対象となります。 
原則として三ヶ島グランド、芸術総合高校グランドでの練習ではいわゆるお茶当番は必要としていません。 
目的を良くご理解いただいて、チーム支援活動にご協力いただけるようお願いいたします。 
 
以下に父母会会則に基づいた活動内容を簡単にあげました。参考としてください。 
 
父母会の主な活動内容 
1. 父母会主活動内容 

・ 練習・遠征時： ①選手移動車輛提供・運転（遠征費から燃料費・高速料の補助を行っています） 

②練習試合・公式戦運営協力（審判、アナウンス、駐車車輛案内等）③グラウンド整備  ④その他 

・ 事務局主催イベント時： ①入団式（４月）②卒団式（12月）③体験入部（11月～）④グラウンド 

開き（1月）、グラウンド納め（12月）⑤その他。 

・ 合宿の支援(選手の移動等)・運営費の監査（父母会会長）・その他、父母会が必要と認めた場合。 

2. 役 員 

父母会活動を円滑に行うために、会長、副会長、会計、書記等の各役員をおいています。 
 

 
Ｑ＆Ａ： 

Ｑ：用具はいつ頃までに揃えればいいですか？Ａ：3 月末までに揃えてもらえば結構です。 
入部を決めたら白の帽子、練習着、紺色のストッキング及びアンダーシャツを揃えてください。 

Ｑ：体験入部の期間は？Ａ：随時受け付けています。体験入部期間中の服装は、動きやすい服装、または在

籍していたチームのユニフォームで結構です。グローブは使用中のもので構いません。 

入会申込書を提出してから 3月までの仮入部の期間の部費は発生しません。 

Ｑ：昼食は？Ａ：各自で用意してください。 
Ｑ：合宿は？Ａ：毎年夏休みの初めに新チームのスタートに備えて 3泊 4日程度の合宿を行います。 

    また上級生は 5月に関東大会前の仕上げの集中練習を行っています。 

    全国大会あるいは交流戦等で宿泊を伴う遠征等を行うこともあります。 
Ｑ：万一ケガをした場合は？Ａ：選手はスポーツ安全保険（財団法人スポーツ安全協会）に加入します。チ

ーム活動中に起きたケガ、第三者への損害も保険対象になり、保険の範囲内で補償されます。保険期

間は通常は 4 月から翌年 3 月末日まで。新入団者（仮入部）は入会申込書提出後に年度末までの保険

加入を行います。 

体験入部中のケガは保護者の負担となります。もしケガをした際は、所属している少年野球チームの

保険の対象について良くご相談してください。 
Ｑ：中学校での部活は？Ａ：在籍の選手は多種の部活に入っています。（陸上、テニス、バスケット、剣道 

etc ） 

Ｑ：学校行事の欠席は？Ａ：当チームは基本的に学校行事を優先しておりチーム活動への参加を強制する

ことはありません。シニアリーグの公式戦と部活動等が重なった場合は監督と相談してください。 

Ｑ：募集人数は？Ａ：当チームは野球に一生懸命取組む中学生には広く門戸を開放しています。しかし公

式戦に登録できる選手は 25 名のため、25 名以上となった場合にはベンチ入りできない選手が生じま

す。なお登録選手は大会の都度、選考しています。 

Ｑ：子供がリトルチームに所属しています。所沢南リトルシニアに入団出来ますか？Ａ：練習生として当

チームの指導者の指導を受けることはできます。この場合、必ず所属チームに相談してください。 

正式入団はリトルチームの在籍期間が終了してからとなりますが、練習生として指導を受けた月から

会費をお支払いただきます。詳しくは事務局にお問い合わせください。 

 
 
 



保 護 者 殿 
所沢南リトルシニアリーグ野球協会 

 

子供の入部を希望される保護者は、入会案内書の内容と以下の（１）（２）を

よく理解されて、別紙入会申込書並びに同意書に署名捺印の上提出してくださ

い。入会金のお振込み、住民票の提出については別途ご案内いたします。 

 

同意依頼書（１）  

所沢南リトルシニアリーグ野球協会所属の選手は、スポーツ安全保険（財団法

人スポーツ安全協会）に加入します。協会管理下における活動中に生じた賠償事

故･傷害事故等は、当加入保険の補償範囲で補償されます。 

それ以外の事故は保護者の負担になり協会はその責を負いません。 

     注意：応援者としての保護者等は保険対象にはなりません。 

 

 

同意依頼書（２） 

所沢南リトルシニアリーグ野球協会に加入の選手・保護者は、当野球協会が構

成員である役員・指導者による営利を目的としないボランティア活動であり、加

入選手保護者との相互協力による運営であることを良く理解して、当野球協会が

掲げる目的と加入選手の野球環境を良好にするために、協会構成員と並びに他の

保護者に対する「中傷・誹謗」等は絶対に慎み、当野球協会活動に全面的に協力

するものとします。 

 

選手の野球指導内容については、所沢南リトルシニアリーグ野球協会の監督・

指導者に一切を委任するものとします。 

 

 


