１．ボーイズリーグとは？
日本少年野球連盟 (愛称：ボーイズリーグ) は 2013 年 1 月内閣府より公
益 財 団 法 人 の認 定を受 け、正 式 名 称が公 益 財 団 法 人 日 本 少 年 野 球 連 盟に
変わりました。これは永年の頑張りが評価されたもので、当連盟では 2013 年
を再出発の年と位置付け、さらなる飛躍を目指しています。
日本少年野球連盟のスタートは 1970 年。 最初はわずか 28 チームという一握りの小さな集団で
したが、いまでは北から南まで 40 支部、小・中学生の部併せて約 727 チームの大きな組織に発展
しました。ボーイズリーグは、創立以来」野 球を愛好 する少年たちに正しい野球のあり方を指導し、野
球を通じて次 代を担う少年の健全 育成を図る」ことを目的に掲げ、活発な活 動を展 開しています。そ
してその活動内容は毎年、春と夏に全国大会を開催する他、世界少年野球大会、日中、日韓親善試
合などの海外交流にも力を入れており、各ブロックでの地区大会は年間 230 大会にも及んでいます。
（抜粋：ボーイズリーグＨＰより）

２．旭中央ボーイズ
旭 中 央 ボーイズとは、高 校 野 球 に精 通 する「選 手 の礼 儀 、精 神 ・
技術・体力の育成」を目的に１９９８（平成１０）年に横浜市旭区に結
成されたボーイズリーグ公認の中学生硬式野球チームです。
創部以来全国大会出場１回（平成１８年 春）、地方大会では優勝
５回、準優勝３回という成績を残し、高校野球の舞台で活躍する選手を多く輩出し 横浜市旭区で

２4 年の歴史を持つチームです 。次の歴史の１ページを多くの野球少年の皆さんと歩んでいきたいと思っ
ています。

３．チーム理念

1. 中学生硬式野球の指導を通じ、
高校野球へ精通する選手の育成
2. 野球というスポーツを通じ、
社会生活に精通する、挨拶・礼儀・精神の指導
3. 野球とういう団体競技を通じ、地域を超えた友愛を築く

４．旭中央ボーイズの指導方針
“野球選手である前に中学生であること”
“自分の事は自分でやること”
“考 える野球 ”をテーマに選 手 自らが自 主 的に行 動 できる選手 を目指
し、野球を通して“考える力 ”を養い、高 校 野球で通 用する精 神力や体
力、技術・知識 の習 得はもちろん日 常生 活や社会に通用 する人材 育成
を目ざします。

５.チームの活動
◆ 活動日
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平日練習
自主トレ

17：00～

20：30

自主トレ

20：30

その他休日：月曜日が祝日の場合の火曜日。
※平日練習では、学校の委員会や遠距離者の遅刻は認めています。
◆ 練習内容
平日は野球の基礎練習から、実践的な内容、基礎トレーニングを行います。練習時間は１7 時から２
０時半くらいまで行います。アヒルグランドはナイター設備を完備しておりますので暗くなってからの練
習にも対応できます。トレーニングは、トレーニングコーチのもと個々の筋力アップと強い体作りをする
とともに故障をしにくい体作りをしています。
◆ 旭中央ボーイズの練習場所
平日は、旭区桐が作にあるアヒルグランドを使用しています。
土曜・日曜・祝日 アヒルＧ・近隣の高校・公営球場で練習・オープン戦。
※遠征はチームバスのほか、不足する場合は保護者の方の協力のもと配車で移動します。）
◆ 旭中央ボーイズでかかる費用
旭中央ボーイズでは、できる限り経済的 負担を減らすために必 要最低 限の運営 費でチーム運 営を
行っています。大まかな諸費用は次にあげる通りです。
・入部金

１０,０００円（入部時）

・車両管理費
・部費
・遠征費

５,０００円（毎年 4 月）
１５,０００円（毎月）
別途案内

・その他ユニフォーム代・合宿費・チーム行事の参加費…
※くわしくは説明会にてご説明いたします。
◆ アヒルグランドアクセス
横浜市旭区桐が作 1838 番地
保土ヶ谷 BP 南本宿ＩＣより車で約３分

７．親御さんの当番はありません！
定期的な父母会はありません。年 2 回総会を実施します。日常の必要事項は事務局を通して伝達さ
れます。必要に応じて父母会を開催する場合があります。総会に出席できない場合は委任状を提出し
ていただきます。
クラブチームというとお茶 当番で大 変…というご意 見いろいろなところで伺 います。 旭中 央ボーイズは
お当番を廃止し、親御さんがグランドにくるときはできる限り子どもたちを応援できる環境を整えていま
す！親御さんには、家庭のご都合に合わせて子供たちの野球のバックアップをお願いしています。

８．進路指導
チームを卒業する選手のほとんどが高 校 野球の門を叩きます！私立と公 立の
割合は、年によって変わります。また、県内・県外 を含めて進路選択は選手・ご
家庭の意向を元に相談し決定します。
旭中央ボーイズの進路指導は、面談の中で選手と家庭の進路希望に合わせ
て学校選びをしていきます。また、進路指導の際は、中学校の担任の先生と相談の上で進路指導を進
めていきます。
＜過去の進学先＞
私立
慶応義塾高校・向上高校・秀英高校・湘南学院高校・湘南工科大付属高校
橘学苑高校・東海大相模高校・藤嶺藤沢高校・日大高校・日大藤沢高校
日体荏原高校・藤沢翔陵高校・三浦学苑高校・横浜高校・横浜商大高校
横浜創学館高校・横浜隼人高校・秋田秀英高校（秋田県）・浜松学院高校（静岡県）
盛岡大附属高校(岩手県）・東海大高輪台高校（東京都）・拓大紅陵高校（千葉県）
公立
旭高校・厚木北高校・桜陽高校・神奈川工業高校・釜利谷高校・川崎工業高校
川和高校・県商工高校・栄高校・桜丘高校・湘南高校・松陽高校・新栄高校・戸塚高校
白山高校・横浜商業高校

９．チーム広報物のご案内
旭中央ボーイズの紹介をおこなっております。右
のＱＲコードからアクセスしてください。
ホームページ：asahichuo-boys.com

フェイスブックや twitter からはリアルタイムな活動を発信して
います。

１０．役員・スタッフ紹介
役員紹介
顧 問

上田 いさむ

会 長

大谷 正

副会長

前衆議院議員

吉田 敬一郎 （公財）日本少年野球連盟関東ブック広報委員長
神奈川県支部副支部長

代表・監督

ご挨拶
代 表

渡邉 龍也
（トレーニングコーチ兼任）

コメント

ボーイズリーグの目 的は、「野球を通じて心身 の鍛 練と、スポーツ
マンシップを理 解 させることに努 め、規 律 を重 んじる明 朗 な社 会
人としての基礎を育 成し、次代を担う少年 の健全育 成を図る」で
す。目標 に向 かい何 事にも折れない心、強い心をはぐくむ場 所で
もあります。強い心、折れない心を作るには、感謝の気 持ちを何よ
り大切にしなければなりません。
岡本監督をはじめスタッフ一 丸となり子どもたちを応援し、育てて
いきたと思 います。感 謝 の気 持ちを大切 に野球 を楽しんで強 くな
りましょう。

監 督

岡本 裕樹

球 暦

横浜商大高校→WIEN’94（東京都クラブ）

コメント

旭中央ボーイズは、野球を本気で楽しむことができる場だと自
負しております。ここで出会った先輩や後輩、仲間は支えとなり世
代を超えた人間関係を築ける野球の素晴らしさを子どもたちにも
感じてもらいたいと考えています。また、野球ができる環境、野球を
やらせてもらえるということに喜びを感じ、“感謝の心”を持っても
らいたいと感じています。旭中央ボーイズでは野球だけやっていれ
ばよいということは一切ありません。一流の野球選手は人としても
一流です。礼儀やあいさつ、協調性は社会でも求められることで
す。野球を通じて学びあい、教えあい、共に成長する場としてあり
続けたいと考えております。
そして、旭中央ボーイズで３年間過ごし高校野球へ巣立ち、自
分たちの故郷として思ってもらえたら幸いです。

コーチ・スタッフ紹介

石井 顕司

桐山 大夢

塚本 由樹

球歴：永谷高校

球歴：橘学苑高校

球歴：横浜創学館高校

→横浜商科大学（軟式）

（旭 中 央 ボーイズ１7 期 OB）

（旭 中 央 ボーイズ１7 期 OB）

（No Photo）

（No Photo）

準備中

準備中

三浦 竜

高橋 大地

林 武仁

球歴：横浜創学館高校

球歴：横浜商業高校

球歴：白山高校

（旭 中 央 ボーイズ１6 期 OB）

（旭 中 央 ボーイズ１０期 OB）

硬式野球を選択する際、様々な悩みがあると思います。悩みや不安は
解消してからチームを選んでください！ご不明な点はメールやお電話・
体験入部参加の際にお聞きください。
1. うちの子、体が小さくて…
全く問題ありません！旭中央ボーイズに入団してくる選手の多くは、体の小さいお子さんです。硬式
野球は軟 式に比 べて負 荷がかかり体への負担 も大きいのは事 実ですが、“長く野 球を続 けてほし
い”という思 いから、故障をしにくい体づくりから始めます。ですから、入部してすぐに上級生に混ざ
って練習 をすることはありません。野 球を思いっきり楽しむためにトレーニングコーチのもと体づくり
の基礎から始めます。
2. 旭中央ボーイズの練習って…
入部 当初、上級 生の練 習に混ざることはほとんどありません。まずは、硬 式野 球に慣れること。そし
て、故障しにくい体づくりと基礎体力・技術を身に着けてから上級生に合流します。合流後は、 学年
やレギュラー・補欠に差なく練習をしていきます。出来るだけ多く実践し、技術の向上を目指します。

3. 学校の勉強との両立が大変…
勉強が苦手な子、今 も昔を変わらず多 くいます。好きなことは一 生懸 命取り組めるのに、勉 強にな
るとなかなかできない。しかし、中学生は勉強が本業です。決しておろそかにしてはいけないことです。
旭中 央ボーイズの練習は平 日火 曜 と木 曜、土 日 祝です。活動 のない日に塾 に行 く選 手 もいます。
夏休みなど長期休暇中はチームで勉強会を設定し夏休みの宿題などに全員で取り組みます。
4. 試合に出れないかも…
野球は 9 人だけではできないスポーツです。チームに所属するすべての選手が戦力となります。オ
ープン戦では、すべての選手に出場 機会 があり経験を積んでいきます。その中で、切磋琢磨しあい
公式戦へ挑みます。
中学野球は、あくまで通過点！高校野球に進むためにこの 3 年間があります。多くの経験を積んで
巣立っていくことが大切であると考えているからこそ試合に出れないなんてことはないんです。
5. 高校の進路指導について
中学１年時 から、面談 を実施 し希 望の進 路を伺います。公立・私 立への希望をもとに県内 外私 学
への推薦やサポートをしています。進路決定は、本人、ご家庭の希望を第一に進めていきます。
私立高校で活躍したい選手は、３月まで練習に参加し、高校への準備を十分に行い、入学後の活
躍の場を広げます。公立高校で活躍したい選手は３年時９月からは勉強に専念し、高校合格後に
練習を再開します。
6. 父母の手伝いが大変…
旭中央ボーイズは父母のお当番はありません。運営や活動サポートは事務局で行います。チームの
活動にご協力いただける方には、サポートをお願いすることはありますが、一切の強制はありません。
お子さんを全力で応援してあげてください。

入部までの流れ

体験入部参加希望はこちらへ
旭中央ボーイズ 事務局
Ｔ Ｅ Ｌ：070-6973-5589（岡本）
M a i l：asahichuoboys.info@gmail.com
またはホームページから申し込み！

