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座間リトルシニア
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 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

費用
・入会金 ¥10,000
・連盟選手登録料 ¥2,000/年
・スポーツ保険 ¥1,450/年(2022年度）
・会費 ¥10,000/月
・合宿 5月（¥20,000程度）

7月（¥20,000程度）
1月（¥15,000程度）



大畠 颯太 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアでは３年間で野球の技術面はもち
ろん、精神面・体力面など中学野球だけでな
く、次の段階を見据えたスキルを学ぶ事ができま
す。辛い練習でも雰囲気良く、チーム・個人とし
て乗り越えられ、成⾧できます。ぜひ座間シニア
に来て下さい!

瀬戸 大輝 明王ブルーシャークス出身(座間市)

座間シニアでは高校野球で通用するような野
球技術を学べ、また社会に出た時に役立つ挨
拶や礼儀ができる人間になるように指導してくれ
ます。高校野球での目標がある方ぜひ一緒に
高みを目指して頑張りましょう!

野倉 大幹 海老名ドルフィンズ出身(海老名市)

自分は座間シニアに入り、挨拶や礼儀、支えて
くれている人へ感謝することの大切さなど、野球
の技術以外の事も学んできました。その中で、
かけがえのない仲間と過ごす事が出来ました。
楽しい事も苦しい事も仲間といればかけがえの
ない時間になります。仲間と一緒ならどんなこと
でも乗り越えられます。是非一緒に野球をしま
しょう!

橋本 佑稜 南林間ファイターズ出身(大和市)

座間シニアでは野球の面だけでなく、これから先
も困らないよう礼儀も学べます。
先輩後輩の仲がいいのも魅力の1つで辛い練
習の時も一緒に乗り越えていけます。座間シニ
アに入って一緒に野球しましょう!

関口 遥太 中新田ベアーズ出身(海老名市)

座間シニアに入って得たことは技術面はもちろん
挨拶や礼儀、チームメイトとの信頼関係です。こ
れらは高校に行くための準備であり自分を成⾧
させてくれます。野球の上手い下手ではありませ
ん、興味がある方はぜひ座間シニアで一緒に野
球をしましょう!

奥山 大輝 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアに入ると肉体面だけではなく、精神
面も成⾧することができます。また、野球だけを
すれば良いのではなく、勉強面も見てくれるので
野球と勉強を両立することができます。このよう
に色々な面で成⾧できるのでぜひ座間シニアに
来てください!

加藤 大地 麻溝台ペガサス出身(相模原市)

座間シニアに入ると野球の技術や挨拶、礼儀
など野球の事以外の事も沢山学べます。
時には辛い練習もありますが、それを共に乗り
越えられる仲間がいます。
このチームに入って学んだことは将来に必ず役立
ちます。
なので是非一緒に野球をしましょう!

福澤 龍也 蓼川キングヤンガーズ出身(綾瀬市)

座間シニアは野球人としても一人の人間として
も大きく成⾧することができます。野球を通して
人間性を学び、どこに行っても通用するプレイ
ヤーになることができます。
そして、辛い練習などは仲間と声を掛け合い一
緒に乗り越えて仲間との信頼関係も築くことが
できます。
大好きな野球ですべてを学ぶことが出来るので
ぜひ座間シニアに来てください!!

松浦 里輝 座間パワーズ出身(座間市)

座間シニアに入り、野球の技術はもちろん、礼
儀や思いやり、感謝の気持ちを学びました。な
により、素晴らしい仲間に出会えることができま
した。嬉しいことや楽しいことだけでなく、苦しい
時も、仲間と分かち合える素晴らしいチームで
す。是非一緒に野球をしましょう‼

村上 大翔 中新田ベアーズ出身(海老名市)

座間シニアで3年間過ごして感じたことは、野球
の技術に加え、この先にも役に立つ挨拶や返事
など基本的なこともしっかりする大切さを改めて
教えてもらい成⾧できたことです。練習が大変な
ときもありますが、そんな時は励まし合える仲間
がいます。このチームで野球を通して一緒に成
⾧していきましょう!

浅羽 蓮音 相武台ファイターズ出身(相模原市)

座間シニアは高校野球に向けて野球の基礎や
礼儀、人間性などを学ぶことができます。仲も良
く、とても雰囲気のいいチームです。
高校野球に向けて座間シニアで野球をやりま
しょう!

緒方 優翔 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

僕が座間シニアに入って良かったと思うことは練
習の雰囲気も良く技術面だけでなく礼儀なども
教えてくれます。
またOBの人も来てくれて高校のことなどを教えて
くれたりします。
僕と一緒に是非座間シニアで野球をしましょう。

榎本 陽太 南林間ファイターズ出身(大和市)

座間シニアは、挨拶や、礼儀など野球以外でも
学べる部分が、たくさんあります。
OBの方が来てくれて、野球を教えてくれます。
ぜひ座間シニアで、一緒に野球をしましょう。

加藤 駿瑛 南林間ファイターズ出身(大和市)

座間シニアでは、チームプレーの大切さを教えて
くれます。
勉強会もあり、OBの先生にはいつでも質問もで
きてテスト前も安心です。座間シニアで野球を
楽しみましょう!



澤田 隆也 相武台レッドジャガーズ出身(相模原市)

座間シニアは高校でも続けていけるような練習
が出来ます。なので高校に行っても野球がやり
たいと思う子は、是非座間シニアに入ってみては
どうですか?

瀬戸 将貴 明王ブルーシャークス出身(座間市)

座間シニアは高校に行くステップの段階を踏む
為に基礎からの技術だけではなくグラウンドなど
の管理、手入れなども選手自身で行います。毎
日仲間と顔を合わし目配り気配り思いやりの気
持ちも学びます。OBも沢山くるので勉強会など
を通じて先輩との交流もあります。プチ合宿など
のイベントも多々あるので是非お待ちしてます。

薗部 大輔 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアは、練習やオープン戦が多いことや、
丁寧にアドバイスしてくれる所など野球をやる環
境に加え挨拶や礼儀も学ぶことが出来ます。
ぜひ一緒に野球をしましょう!

成田 勇輝 ポインターズ座間出身(座間市)

座間シニアは、練習がほぼ毎日あるので、野球
に思いきり打ち込むことができます。また、OBの
先輩方がよく来てくれて、野球の技術を指導し
てくださいます。ぜひ一緒に野球をしましょう。

栗原 朋生 有鹿バッファローズ出身(海老名市)

座間シニアは、OBの方々がよく来てくれてアドバ
イスをしてくれます。先輩はとても明るく、話しや
すく、楽しいチームです。学校行事や勉強との
両立もできます。1年生の時から試合に出るチャ
ンスがあります。一緒に野球をしましょう。

萩原 拓海 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアは、野球の技術だけでなく、礼儀や
人間性まで学ぶことができます。OBや先輩は優
しくて話しかけやすく、雰囲気の良いチームです。
皆さんも座間シニアで一緒に野球をしましょう。

保田 飛馬 座間パワーズ出身(座間市)

自分が座間シニアに入った理由は監督やコーチ
などが挨拶や礼儀、基本的なことから細かく教
えてくださることです。また、OBの方が野球のこと
なども教えてくださります。ぜひ僕たちと一緒に野
球をしましょう。

福澤 泰正 蓼川キングヤンガーズ出身(綾瀬市)

座間シニアでは野球の技術だけでなく、私生活
や礼儀を学ぶことができます。そして先輩達もと
ても優しいです。
座間シニアで野球を一緒にやりましょう!

伊瀬 龍之介 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

僕が座間シニアに入った理由は、みんな礼儀正
しいからです。そして入ってよかったことは、一年
生の試合をたくさん組んでくれて実践で経験を
積むことで公式戦なども緊張せず挑むことができ
ます。皆さんも僕たちと一緒に野球をしません
か?

渋江 雄達 海老名ドルフィンズ出身(海老名市)

僕が座間シニアに入った理由は先輩たちがとて
も優しく、設備もしっかりしているからです。また、
OBの方々が来てアドバイスをしてくれます。是非、
座間シニアで一緒に野球をしましょう!

清水 陽太 三田フレンズ出身(厚木市)

僕が座間シニアに入った理由は技術面はもちろ
ん、勉強も両立できるからです。さらに礼儀や挨
拶、食の大切さなどが学べます。硬式野球に興
味のある方は、ぜひ一緒に野球をしましょう。

土志田 弦汰 海老名ドルフィンズ出身(海老名市)

座間シニアはきつい練習もありますが、監督や
コーチはすごく良い人で、先輩たちもとても優し
いし、かなり良い環境で練習に集中できます。
是非一緒に座間シニアで野球をしましょう!

橋本 晟南 南林間ファイターズ出身(大和市)

座間シニアは先輩たちもとても優しく雰囲気の
いいチームです。野球の技術だけでなく、挨拶
などの礼儀も学べます。是非一緒に全力で野
球をしましょう!

望月 理央 座間パワーズ出身(座間市)

座間シニアでは入団してから実戦を多く積ませ
て頂きました。試合での経験を多くつめるのはこ
のチームに入るメリットだと思います。きつい練習
もありますがそれを乗り越えた先には必ず良い未
来が待っています。ぜひ一緒に野球をしましょう。

森内 朝陽 妻田ブルーフォックス出身(厚木市)

座間シニアは、技術面、礼儀、勉強など、色々
なことが学べるチームです。練習の雰囲気もよ
く、指導者の方達もしっかりと教えてくれます。辛
い練習もありますが、それを乗り越えたときはす
ごく嬉しいです!!是非座間シニアで一緒に野
球をしましょう。

山田 竜生 相模が丘ブラザーズ出身(座間市)

座間シニアは、思いっきり野球に打ち込める環
境や、ほぼ毎日練習が出来る環境があります。
さらに礼儀や挨拶など、野球の事だけではなく、
人として大切な事をいっぱい学ぶ事が出来ます。
ぜひ一緒に野球をしましょう。



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)・関根学園(新潟)・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)・日本文理(新潟)
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

専用グラウンド

ナイター設備

ブルペン・バッティングゲージ

ティーバッティングスペース
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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


