一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会

リトルシニア関東連盟南関東支部

座間リトルシニア野球協会
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日本リトルシニア中学硬式野球協会
関東連盟 南関東支部所属

理念 「規律・礼儀・責任・忍耐の精神を養う
とともに、協力・協調・感謝の心を育む」
平成15年に発足した、中学生を対象にした硬式野
球チーム。野球を通じて中学生の体力向上、社会交流、
協調性、精神面の育成などを目的とし、礼儀正しく
チームワークとフェアプレー精神の基本概念を教えて
います。
学生野球本来の目的を念頭に置き、勉強と学生生活
とも両立させた人間力の向上を第一に考えています。
また、この期間に養った「心技体」の能力を次のス
テップに活かすべく、高校進学の進路相談なども行っ
ています。
練習日
火・水・金：新田宿サブグラウンド・本球場にて練習
土・日・祝：新田宿サブグラウンド・本球場・近隣グ
ラウンドにて練習。練習試合、公式戦など
勉強会（希望参加）
木：18時〜20時 座間シニア事務所にて
数学と英語中心の学習で、参加費用なし。
費用
・入会金 ¥5,000
・連盟選手登録料 ¥2,000/年
・スポーツ保険
¥1,450/年(2019年度）
・会費
¥10,000/月
・遠征費 月により異なる
・合宿
5月（\10,000程度）
7月（¥25,000程度）1月（¥15,000程度）

------15期 (3年)-----有島 大智

相南ジュニアーズ出身(相模原市)

池上 昂希

座間ブレーブス出身(座間市)

座間シニアに入ると、基礎、技術はもちろん、挨拶
や礼儀など普段の生活でも役に立つことも教えてく
れます。ぜひ一緒に野球をしましょう。

座間シニアは毎日のように野球に打ち込める環境
があります。良い仲間にも恵まれました。辛い時も
ありますが高校野球にも繋がる体力がつき、練習
が出来ます。ぜひ座間リトルシニアに一度体験に
来てみてください。

石井 利希也

梶原 晴斗

立野台フロッグス出身(座間市)

わんぱく相撲出身(座間市)

座間シニアに入って良かったと思う所は、環境が
整っていてみんな仲良く野球をしている事です！
野球だけでなく、礼儀もしっかりと学ぶことができま
す。また自分にあった練習を教えてくれます。
ぜひ、座間シニアに入って一緒にプレーしましょう！

自分が座間シニアに入って鍛えられたことは技術の
事はもちろんそれより精神力が特に鍛えられました。
辛い練習はみんなで声を掛け合って乗り切ってきま
した。チームの雰囲気もとても良いので座間シニア
に入ってよかったです。皆さん座間シニアで一緒に
野球をしましょう。

今野 悟

紺野 翔大

希望が丘少年野球団出身(横浜市)

座間フェニックス出身(座間市)

座間シニアは、野球だけではなく私生活の面でも
しっかりと指導してくれ、すごく活気のあるチームで
す。練習もほぼ毎日あり、野球が好きで上手くなり
たい選手はぜひ座間シニアで一緒に野球をしま
しょう。

座間シニアに入団すると、野球はもちろん、礼儀、
環境整備について教えてくれます。野球の基本を
徹底しているチームなので日々辛い練習を乗り越
え一人一人が成長してます。気になったら体験に
来てください。

嶋田 天

髙平 将希

相南ジュニアーズ出身(相模原市)

座間フェニックス出身(座間市)

座間シニアは指導者や選手みんなが元気で明るく
雰囲気の良いチームです。僕もそう思い座間シニ
アを選びました。また座間シニアは野球の技術面だ
けでなく挨拶や礼儀等も一から十まで教えてくれま
す。是非僕らと一緒に野球をやりましょう。

自分が座間シニアに入った理由は、他のチームより
雰囲気が良かったからです。他には設備の整ったグ
ランドがあり、毎日野球が出来る環境があるからで
す。体力もつき、技術面でも監督、コーチが丁寧
に教えてくれます。もし硬式野球に興味がある人は
是非、体験に来てください。

照井 一大

根木 慶

座間フェニックス出身(座間市)

上深谷ジャガーズ出身(綾瀬市)

自分が座間シニアに入って良かった事は、挨拶や
人としての礼儀を学べた事と、ほぼ毎日、野球が
できる事です。普段の練習は厳しく辛い事もありま
すが、その分、野球がうまくなると思います。是非み
なさんも座間シニアで一緒に野球をやりましょう！

自分がこのチームに入って良かった事は、野球の事
だけでなく挨拶、返事といった礼儀も学べる事です。
野球の面では基礎からしっかり教えてくれます。硬
式野球をやりたいと考えている人は是非来て一緒
に野球をやりましょう！

福原 龍斗

山田 朝斗

座間ビーバーズ出身(座間市)

基礎から練習をやるので決して難しい事はありませ
ん。信頼出来る監督・コーチの方々に優しく時には
厳しく指導してもらえてチームメイトや他チームとの
交流も沢山あるので、後悔はしないと思います。

蓼川キングヤンガーズ出身(綾瀬市)

自分が座間シニアに入った理由は、挨拶や返事な
ど次のステップに進んだ時に必ず必要になることを
教えてくれるからです。練習も皆楽しくやっているの
で是非座間シニアに来て下さい。

------16期 (2年)-----石川 隆斗

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

自分がこのチームに入った理由は、メリハリ、挨拶、
礼儀がしっかりしていて、とても雰囲気が良くていい
チームだからです。野球だけでなく野球以外のこと
も教えてくれます。中学野球をやろうと思っている
方はぜひ座間シニアに来てください。

今井 健悟

グリーンスターズ出身(相模原市)

僕は、座間シニアに入って、野球だけではなく、勉
強や礼儀などもしっかりしていて、将来役に立つと
思った。それに座間シニアは、野球面でも、厳しい
けど、特に礼儀の挨拶などでは、野球面より厳しい
ので、社会に出た時にとても役に立つと思いました。

大堀 康継

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

菊地 祐翔

グリーンスターズ出身(相模原市)

僕が座間シニアに入った理由はチームの雰囲気が
とても良く、練習できる環境が十分そろっているから
です。入った当初は分からない事もあったけど、今
は楽しく活動できています。ぜひ一緒に野球をやり
ましょう。

僕は座間シニアに入って、野球以外に食事の大
切さを教えてもらいました。練習はきついものもあり
ますが、監督・コーチ、先輩はとても優しい人ばかり
です。一緒に全国目指しましょう！

久保 知輝

佐藤 俊介

明王ブルーシャークス出身(座間市)

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

僕がこのチームに入った理由は、部活とは違った野
球で自分に挑戦してみたいという気持ちと、元チー
ムの人達と勝負したいという気持ちからです。この
チームで、自分の弱さと礼儀を学びました。

自分は硬式野球がやりたくてクラブチームを選びま
した。その中でも野球が出来る環境設備が整った
座間シニアに決めました。仲間と一緒に思いっきり
野球を楽しんでます。僕達と一緒にやりましょう！

鈴木 太基

塚脇 康介

相武台レッドジャガーズ出身(相模原市)

座間ブレーブス出身(座間市)

自分が座間シニアに入ってよかったのは、毎日野
球が出来る環境が有りコーチや監督も分かりやす
く指導してくれるところです。礼儀や挨拶など将来
につながる事も沢山学べます。ぜひ、いっしょに野
球やりませんか？

座間シニアに入って良かったことは、礼儀や野球に
対する姿勢を学べたことです。試合ではミスをして
しまっても仲間やコーチなどが励ましてくれるとてもい
いチームです。

長峰 光

向井 祐翔

相南ジュニアーズ出身(相模原市)

座間シニアはチーム全体が仲良く雰囲気がとても
良いチームです。週5日大好きな野球ができ練習
する環境が整っています。野球だけでなく勉強も
しっかりできるので、野球も勉強も両立したい人は
是非座間シニアに来てください。

蓼川キングヤンガーズ出身(綾瀬市)

自分は先輩達の雰囲気の良さを見て、このチーム
を選びました。週5日練習ができ、バッティングゲー
ジなどもあるので、野球が出来る環境が整っていま
す。3年後入って良かったと思えるチームだと思うの
で是非来て下さい。

------17期 (1年)-----秋本 将伸

上古沢ヤンチャーズ出身(厚木市)

石井 大地

若葉台リトルバース出身(横浜市)

座間シニアに入って基礎、技術面はもちろん挨拶
や礼儀など日常生活で必要なことも学べます。時
には辛い練習もありますが"みんなで乗り越える"
雰囲気の良いチームです。是非座間シニアに来て
下さい。

僕が座間シニアに入った理由は、硬式野球チーム
を探していた時に、平日練習が沢山出来るチーム
だと思ったからです。ほぼ、毎日練習が出来る環
境があり、またチーム全体の雰囲気がとてもよかっ
たからです。

黄前 杏之介

大竹 雅大

上古沢ヤンチャーズ出身(厚木市)

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

片道１時間近くかけて自転車で通っていますが、
良いトレーニングになっています。チームの雰囲気
は良く、頼れる先輩が多くいます。厳しい練習も、
自分にとってとてもためになります。ぜひ一緒に野球
をやりましょう。

このチームに入って良かった事は、野球が出来る環
境が整っている事、厳しい練習・挨拶・礼儀がしっ
かりしている事、ここでの3年間が将来役に立つと
思ったからです。是非一緒に野球をしましょう。

鈴木 稜大

長谷川 隆

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

妻田ブルーフォックス出身(厚木市)

座間シニアでは技術はもちろん礼儀や挨拶の大
切さも学ぶことができます。時には辛い練習もあり
ますがその分技術が身に付いていると思います。ぜ
ひ座間シニアで一緒に野球をやりましょう。

座間シニアは土日はもちろん、平日も3日間練習
があるので野球をたくさんやりたい人におすすめです。
体験に来て座間シニアを是非味わってみて下さい。
一緒に野球を楽しみましょう。

濵田 康平

蛭間 拓海

明王ブルーシャークス出身(座間市)

僕が座間シニアに入った理由は、高いレベルで野
球がしたかったからです。練習は楽しく、チームの雰
囲気もとても良いです。座間シニアで一緒に野球
をしましょう！

県央少年野球クラブ出身(厚木市)

私が座間シニアに入った理由は、礼儀や技術を学
びたくて入りました。
最初は分からないことが多かったですが、先輩方が
優しく教えてくれるので、とても分かりやすいです。
一緒に座間シニアで野球をしましょう！
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主な進学先（五十音順）
私立高校（県内）
麻布大付属淵野辺・柏木学園・鎌倉学園・向上・光明相模原・相洋・立花学園
東海大相模・桐光学園・桐蔭学園・藤嶺藤沢・日大藤沢・武相・法政二
平塚学園・横浜・横浜商大・横浜創学館・横浜隼人
私立高校（県外）
岩倉(東京)・浦添商業(沖縄)・桜美林(東京)・学法福島(福島)・鹿島学園(茨城)
国士舘(東京)・駒澤(東京)・帝京第三(山梨)・東海大甲府(山梨)
東京都市大塩尻(長野)・花咲徳栄(埼玉)・浜松修学舎(静岡)・文星芸大付属(栃木)
県内公立高校

座間市新田宿2178

連絡先： 📱 090-8871-5771（瀬戸）
📧 seto@zama-littlesenior.jp
💻 http://www.zama-littlesenior.jp/
座間リトルシニアFacebookもご覧ください

