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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(2020年度）
・会費
¥10,000/月
・合宿
5月（¥10,000程度）

7月（¥25,000程度）1月（¥15,000程度）

座間リトルシニア監督 新井 孝行
(令和元年9月監督就任)
三菱自動車川崎時代、外野手として活躍後、監督を経験。
その後、高校教諭となり、飯塚高（福岡）、高岡第一高
（富山）、東京都市大塩尻高（長野）の監督を歴任。
高岡第一高、東京都市大塩尻高にて甲子園出場。
座間リトルシニアでは、厳しいながら温かい指導で
選手達から慕われております。
また、中学野球で高校レベルの指導が受けられ、
高校野球での活躍を目指す選手達は刺激的な毎日を
送っています。

------16期 (3年)-----石川 隆斗

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

今井 健悟

グリーンスターズ出身(相模原市)

座間シニアは野球だけでなく、日常生活の礼儀
や挨拶なども教えてくれます。また3年生は高校
野球で活躍が出来るように引退してからも練習
を行っています。中学で硬式野球をやろうと思っ
ている方はぜひ座間シニアで一緒にやりましょう。

座間シニアは毎日大好きな野球ができる環境がありま
す。時には辛い練習もありますが一緒に乗り越えてくれ
る最高の仲間がたくさんいます。それに技術面だけでな
く社会に出て困らないように勉強や挨拶など礼儀の面
もしっかりと教えてくれます。三年後入って良かったと思
えるチームだと思います。大好きな野球を一緒にやりま
しょう。

大堀 康継

菊地 祐翔

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

グリーンスターズ出身(相模原市)

自分がこのチームに入った理由は中学で硬式を
やりたかったのと、体験に行った時チーム全体の
雰囲気がとても良かったからです。ですので、硬
式で野球がしたい方は、まずは体験に来てみてく
ださい。ぜひ一緒に野球をやりましょう。

座間シニアは、昨年から監督が変わり、より充
実した練習ができるようになりました。また、野球
だけやればいいという考えではなく、将来生きる
うえで大切な返事やあいさつをしっかりと教えて
下さいます。野球の上手い下手関係なくここで
野球がやりたい人は大歓迎です！！

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)

座間シニアに入り、野球に対する精神と大事な
仲間を得ることが出来ました。厳しいけれど楽し
いチームです。

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。思いきり野球が出来る環境と、野球を
通して、挨拶や礼儀、思いやりなど社会に出て
も大切な事が学べます。座間シニアで一緒に野
球をしましょう。

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)

自分は二年生の時に手術を受けたのですが今
は普通にプレーできています。
もし怪我をしても仲間外れにしない。そんな座間
シニアで一緒に野球をしませんか?

自分はこのチームの雰囲気がよくて入りました。
実際入ってみると辛い練習はあるけれどその分
自分の為になって良かったと思いました。なので
是非このチームに来てください。

長峰 光

向井 祐翔

相南ジュニアーズ出身(相模原市)

座間シニアは野球のことだけじゃなく挨拶・礼儀
など社会に出て大事なことも教えてくれます。また、
昨年の9月から社会人野球や高校野球で教え
てこられた監督も座間シニアの監督に来ていただ
いたので、よりレベルの高い野球をしたい方はぜ
ひ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)

自分は座間シニアに入り、野球の技術などに加
え、挨拶や返事などの当たり前の事をしっかりや
る事を教わりました。座間シニアは引退後も高
校に向けて練習に打ち込める環境があるので、
残りの時間を有意義に使って行きたいです。

------17期 (2年)-----秋本 将伸

上古沢ヤンチャーズ出身(厚木市)

黄前 杏之介

上古沢ヤンチャーズ出身(厚木市)

自分が座間シニアに入って、礼儀、食事の大切
さ、野球の基本や技術面を教えてもらい、野球
だけではなく木曜日には勉強会があり勉強の大
切さも教えてもらえます。座間シニアは次へのス
テップに必ずつながる指導をしてくれます。ぜひ一
緒に野球をしましょう！

高校生を指導されていた新井監督に見てもらえ
るのは、とても良い経験になると思います。先輩
は、とても優しく頼りになります。一緒に野球をや
りましょう。

大竹 雅大

鈴木 稜大

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアに入ると野球以外にもこれからの人
生に繋がる礼儀.環境.私生活などの大切さを
学ぶ事ができます。自分の目標を高くもってそれ
に近づけるように日々頑張ることです。

座間シニアで野球をして良かったことは、技術だ
けでなく礼儀や挨拶のことも学べます。厳しい練
習もありますが、その分達成感があります。ぜひ
一緒に野球をやりませんか？

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。練習はとても楽しく、
チームの雰囲気もとても良いので、一緒に野球
をしていてとても楽しいと思います。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)

こんにちは。
私が座間シニアに入った理由は、技術の他に食
事の大切さ、感謝の気持ちを丁寧に教えてくれ
る所が良いと思い入部しました。
是非、座間シニアに入部して下さい。

------18期 (1年)-----青木 勝俐

瀬谷リトル出身(横浜市)

大畠 颯太

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

僕は座間シニアに入団したのは、監督やコーチ
が野球や自分たちにとても熱い方達なので、入
団を決めました。チーム全体の雰囲気も良く辛
い事にも乗り越えられそうです。

座間シニアに入って良かった事は基礎、技術面
だけでなく、挨拶や食事の大切さを学べたことで
す。チームの雰囲気も良く楽しく野球ができます。
是非一度座間シニアに来て下さい！！

奥山 大輝

加藤 大地

相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

麻溝台ペガサス出身(相模原市)

座間シニアは野球のことだけではなく、礼儀など
日常生活のことも学ぶことができます。頼もしい
先輩も多いのでとても雰囲気の良いチームです。
ぜひ座間シニアで一緒に野球をやりましょう。

僕が座間シニアに入った理由は、先輩、監督、
コーチがとても優しく雰囲気がとてもよくて環境設
備も整っていてとてもいいと思ったからです。それ
に勉強や礼儀も教えてくれて生活面でもたくさん
教えてくれます。もし興味がわいたら体験に来て
みてください。

熊田 成汰

関口 遥太

麻溝台ペガサス出身(相模原市)

中新田ベアーズ出身(海老名市)

僕がこのチームに入った理由は、技術面はもち
ろん礼儀、挨拶といったことが学べることです。
優しい先輩たちもいますし整った野球環境で野
球ができるという事はとても嬉しいです。
硬式野球をしたい方は是非来てください。

自分が座間シニアに入った理由は、チームの雰
囲気がよく、楽しそうだったからです。また毎日野
球ができ、礼儀やあいさつも一から教えてくれま
す。是非僕達と一緒に野球をしましょう！

瀬戸 大輝

中谷 壮陽

明王ブルーシャークス出身(座間市)

瀬谷リトル出身(横浜市)

座間シニアは毎日練習があると共に礼儀や私
生活の面でもしっかり指導してくれます。そのた
め高校野球で活やくしている先輩方がたくさんい
ます。ぜひ来て感じてみてください。ぼくたちと一
緒に野球をしましょう。

自分が座間シニアに入ったのは、どの学年も向
上心をもってプレーし、練習の内容がとても濃い
からです。自分を成長させたいなら座間シニアに
入るのがオススメです。

野倉 大幹

橋本 佑稜

海老名ドルフィンズ出身(海老名市)

南林間ファイターズ出身(大和市)

自分が座間シニアに入った理由は、野球だけで
はなく、挨拶や礼儀などを学べる事です。野球
の練習が辛い事もありますが、その辛さが自分
のためになるので是非一緒に野球をやりましょう。

座間シニアは礼儀がしっかりしていて自分のする
ことに責任がもてるようになります。野球面では
週５日野球ができ、つらいときもあるけれど仲間
やコーチなどと楽しく野球ができます。是非座間
シニアに来てください。

廣井 心優

福澤 龍也

座間ビーバーズ出身(座間市)

蓼川キングヤンガーズ出身(綾瀬市)

座間シニアは、辛い事もあれば楽しい事もあり、
とても達成感があります。生活面もしっかり指導
してくれ、良い雰囲気で野球が出来ます。ほぼ
毎日練習があるので上手くなりたい選手は是非
一緒に野球をしましょう。

僕が座間シニアに入った理由は、野球の技術だ
けでなく礼儀も学べるので良いと思って入りまし
た。他にも先輩がたくましく頼りになります。座間
シニアの指導は将来にも繋がる指導なのでぜひ
僕達と一緒に野球をしましょう。

松浦 里輝

村上 大翔

座間パワーズ出身(座間市)

僕が座間シニアに入ったのは平日練習があり、
たくさん野球ができるからです。しかも専用グラウ
ンドやナイター設備、バッティングゲージなど環境
が整っています。またチーム全体の雰囲気が良
いので是非一緒に野球をやりましょう。

中新田ベアーズ出身(海老名市)

座間シニアは先輩が優しくて明るいチームです。
そしてコーチや監督が良い人です。
ほぼ毎日練習があるので野球が好きな人は是
非一緒に野球をしましょう。

ブルペン・バッティングゲージ
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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)・富山高朋(富山)・日大櫻丘(東京)・花咲徳栄(埼玉)・浜松修学舎
(静岡)・文星芸大付属(栃木)・盛岡大付属(岩手)
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

