
札幌豊平ボーイズ

野球の大好きな少年達、硬式野球に挑戦して下さい！

http://sapporotoyohiraboys.g2.xrea.com/

野球大好きな少年達！硬式野球に挑戦しませんか？



札幌豊平ボーイズは、全国42支部、小中学生合わせ719チームが所属する

公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）に所属し中学生の硬式野球

チームとして活動している団体です。

主な活動は、ジャイアンツカップ（東京）、ボーイズリーグ春季全国大会（関

東）、日本選手権大会（関西）等の各全国大会で勝利し全国制覇を目標に市内南

区のグランドを拠点に練習を行い、札幌を中心に道内各チームと試合を行ってい

ます。

現在、団員４１名（３年生１６名、２年生７名、１年生１８名）の選手で

活動しています。

君も、『札幌豊平ボーイズ』の一員として大いなる可能性と新たな歴史を

作るために中学生硬式野球にチャレンジしてみませんか！！

≪ 君の入団をチーム一同、心から待っています！！ ≫

４月 アシックス旗争奪春季北海道大会

５月 スポーツ報知杯北海道大会

５月 春季北海道支部リーグ戦

６月 春季北海道選手権大会（日本少年野球選手権大会出場権）

（ジャイアンツカップ北海道予選出場権）

７月 ジャイアンツカップ北海道予選

７月 １年生ジュニア選手権大会

７月 支部長杯北海道大会

８月 北海道函館大会

ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ－１５

－－－ ここから新人戦です －－－

８月 秋季北海道大会ドリスポカップ

９月 北海道支部秋季リーグ戦

１０月 秋季北海道選手権大会（日本少年野球春季全国大会出場権）

８月 日本少年野球選手権大会（大阪府）

全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ（東京都）

関東大会（東京）

東北大会（宮城）

３月 日本少年野球春季全国大会（東京都）



監督

黒岩 公二

硬式野球を愛好する少年に正しい野球のあり方を指導し、野球を通じて心身

の錬磨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養成し、次代を担う少年の健全育成を図ることを基本と

しています。また、野球以外（レクレーションなど）では『明るく・楽しく』

人材育成を指導方針とします。

また、基礎体力、基礎技術の習得のため反復練習をさせております。

こんにちは、札幌豊平ボーイズ監督の黒岩です。
当チームは中学１年生から３年生までの硬式野球チームで、
礼儀作法とチームワークを基本方針にしているチームです。
スポーツマンとしての礼儀に重点を置き思いやりの心を
持つこと、最後まで成し遂げる大切さなど教えます。
一生懸命に頑張ることで、技術は必然的についてくるものです。
野球を通じて、強い心と強い体をつくり、
立派な高校生や社会人になるように指導したいと考えています。
君も一緒に野球に情熱を燃やし、
「全国大会」を目指してみませんか。
私のモットーは「明るく、楽しく、全力野球」です。
皆さんの、チャレンジを心からお待ちしています。



１ 募集

・中学１年生（２０２１年４月 中学入学予定者）
〔２０２０年度の在団生〕

・中学３年生 １6名 ・中学２年生 7名 ・中学１年生 18名

合 計 41名

２ 年間費用

・入団金（初年度のみ、入団時） ： ５，０００円

・球 団 会 費（毎月） ： ８，０００円

（※入団月が３月以前でも４月分からの徴収になります）

・施設維持費（年１回、３月末日迄納入）：１５，０００円

・試合用ユニフォーム貸与、年間利用料 ： ２，０００円

・遠征費：道内（旭川、函館等）は大型バスを使用の場合あり

道外（全国大会出場遠征費用等）は実費、個人負担となります。

その他：入団式、卒団式、祝勝会、新聞購読等の費用があります。

３ 練習

・ハイシーズン（３月～１０月まで）

毎週水、木 １８：００～２１：００

土、日、祝 ９：００～１６：００

・オフシーズン（１１月～２月まで）

毎週水 １８：００～２１：００

土、日、祝 ９：００～１６：００

・６年生は、春季大会が終了する頃までは平日の練習は原則行いません。８月頃。

・合宿は、１月～４月、８月の期間に１泊又は２泊予定で1～５回行います。

シーズンインに向け集中練習を実施しています。又、合宿を通じてチームワーク

団体行動の大切さ等について指導をしていきます。

・合宿費は10,000円～30,000円程度です。（宿泊先により金額の変更あり）

４ 設備・使用用具

・球場（中の沢球場） ：両翼９０ｍ×センター１００ｍ

・室内練習場（２棟） ： ７ｍ×４５ｍ ７ｍ×２５ｍ

・練 習 器 具 ：バッティングマシーン × ２台

バッティングゲージ × ２基

防球ネット ×２０基

・マイクロバス ：２８人乗りマイクロバス（試合、外部練習の移動に使用）

・試合用ユニホーム(上）：球団より貸与（メッシュ１枚）

・用具等：球団指定店で購入して頂きます。

尚、グラブ、バットの購入の時期は指導者と相談のうえ購入してください。

５ 父母の協力、その他

・技術指導、試合の選手起用等は監督以下の指導者に一任しております。

・選手の送迎につきましては、近くの方同士で協力して頂いております。

・試合球場当番（父母）、練習当番（母交代制）をお願いしています。

・お父さんには審判や設備維持作業など必要時にお手伝いいただいています。



監 督 黒岩 公二 （北海道尚志学園）

コーチ 阿部 直樹 （三笠高校）

コーチ 熊坂 浩樹 （東洋大学）

コーチ 続 正芳

コーチ 大和田 周

コーチ 増田 清治

コーチ 井尻 勝則

コーチ 松本 誠司

チーム 松村 基弘 （松村整骨院院長）

トレーナー （公益社団法人北海道柔道整復師会理事）

マネージャー 藤原 純

マネージャー 赤坂 勉

マネージャー 南出 秀明

マネージャー 児島 卓

マネージャー 仙島 達夫

マネージャー 片岡 厚宏

マネージャー 山本 秀樹

名誉顧問 高木 宏壽

名誉顧問 吉田 祐樹

(北海道議会議員）

名誉顧問 近藤 和雄

（札幌市議会議員）

常任顧問 尾関 唯志

会 長 片山 正晴

球団代表 須藤 伸之

球団副代表 真野 庸一

球団副代表 佐藤 光規

事務局長 内海 雄介

事務局次長 伊藤 研之

審判部長 福士 晶定

婦人部長 三浦 奈津絵

会計部長 井上 美都里

会計監査 田中 由美子

１月 冬合宿（２泊３日合宿）

２月 冬合宿（妹背牛、秩父別）

３月 球団・入団式

球団・総会

春季全国大会（関東）

関西遠征（全国大会無い場合）

４月 オープン戦（中学硬式チーム）

春季大会・開幕

５月 春季大会

オープン戦（中学硬式チーム）

６月 春季大会

選手権大会（全国決定大会）

７月 春季大会（１年生大会など）

オープン戦（中学硬式チーム））

８月 全国大会

夏練習（夏休みを利用し日中練習）

夏合宿（合宿２泊３日）

新人戦開幕

９月 新人戦

オープン戦（中学硬式チーム）

１０月 新人選抜大会（来春全国決定大会）

オープン戦（中学硬式チーム）

新入団員募集（６年生）

１１月 新入団員募集（６年生）

１２月 球団・卒団式及び納会

１２月 球団・総会（決算）



［豊平区］

中の島ファイターズ、平岸ファイターズ、美園ナイン、中の島ビックタイガース、羊ヶ丘ブルースターズ、

豊平東園パンダース、豊平カージナルス 西岡スターズ、月寒スターズ、平岸ベアーズ、西岡北ビッグサン、

月寒アパッチャーズ、東月寒レオンズ、豊平リトルリーグ、西岡ボルテージ、木の花ブラックジャガーズ

羊が丘カージナルス、豊園ウイングス

［清田区]

真栄ビクトリー、真栄ボーイズ、清田中央フレンズ、清田ジャイアンツ、平岡ＦＢＩ、里塚イーグルス、

平岡カウボーイズ、オール清田野球少年団、平岡シュヴァービング野球少年団

［南 区]

藤野ベアーズ、簾舞ヤンキース、川沿ファイターズ、北の沢ファイターズ、川沿キラーズ、緑ヶ丘パワーズ、

藤野ブレイブス、南スーパースターズ、常盤ハリケーン、駒岡タイガース、藤野フライヤーズ、石山フォックス、

石山アトムズ、Ｄ・Ｄエンジェルス、真駒内ドリームス、藻岩ライオンズ、東海Fイーグルス、

［白石区］

北郷サラブレッツ、大谷地第一ファイターズ、柏タイガース、エルムファイターズ大谷地ヤングタークス、

菊水ジャガーズ、菊水ベアーズ、本郷イーグルス、白石リトル、白石リトルファイターズ

［中央区］

中南イーグルス、幌南ファイターズ、ニュースターズ、幌西フェニックス、スターキングス、

緑丘ホーマーズ、円山リトルジャイアンツ、伏見カーディナルス、円山スターズ

［西 区］

少年ジャガーズ、ビックホエールズ、発寒第一ハンダーズ、福井キングタイガース、札幌ファイヤーズ

西琴似パンダース

［手稲区］

山口ファイターズ、前田北ジャガーズ

［厚別区］

上野幌ファイヤーズ、厚別ファイターズ、厚別アトムズ、もみじ台ベアーズ、新札幌スターズ、上野幌サンダース

[北広島市]

北広島イーストグローリー、緑陽カープ、北の台カープジュニア、北広島大曲カープジュニア

［その他］

寺内メッツ（大阪府）、 網走スーパースワローズ（網走市）、藤崎シークレット（千葉県）

真狩野球スポーツ少年団（真狩町）、紋別オホーツクスポーツ少年団（紋別市）、岩見沢第一アトムズ（岩見沢）

旭川東栄野球少年団（旭川市）、荻伏野球スポーツ少年団（浦河町）、ポルテ、ShojiesJr（北海道）、所属無

［札幌市内私立高校］

北海高校、北海道科学大、札幌第一、学園札幌、東海大札幌、札幌新陽、札幌龍谷、札幌創成

札幌山の手、札幌静修、札幌光星、札幌大谷

[札幌市以外私立高校］

立命館慶祥、札幌日大 、とわの森三愛、北海道栄高校、東北高校、北照高校、駒大苫小牧

日本大学鶴ヶ丘、健大高崎、関西創価、小樽水産

[公立・道立高校]

札幌南、札幌月寒、札幌平岸、札幌国際情報、札幌藻岩、札幌清田、札幌真栄、札幌啓成

札幌啓北商、札幌南陵、女満別高校、鵡川高校、北広島西、札幌厚別、札幌平岡、恵庭南

札幌旭ヶ丘、札幌北、札幌工業



スポーツ報知杯準優勝 函館大会優勝

1年生大会準優勝

君たちも豊平ボーイズで野球しましょう！

支部長杯準優勝

次は君たちの手で掴み取って下さい

2020年春季全国大会出場
（残念ながら大会は中止）



球団代表 須藤 携帯 ０９０－２６９５－０３９９ 監 督 黒岩 携帯 ０９０－３１１１－４７０５

球団副代表 佐藤 携帯 ０９０－８２７７－７９０７

（練習に参加する際は、下記に連絡をしてください）

質問１）選手が使うベースボールＴシャツなど最初に購入が必要な物は何でしょうか？費用はどのくらいですか？

回答１）下記、チーム指定品 注文書にあるものが、最初に購入して頂くものになります。

質問２）グローブやバット、スパイクは、どうしたらよいですか？

回答２）スパイクは、すぐに買って頂きたいです。黒一色で金具のスパイクを購入して下さい。

高価な商品を購入する必要は、ありません。

グローブやバットについては、急いで購入する必要はありません。

グローブは、しばらく軟式の物でも構いません。

バットも急いで購入する必要は、ありません。チームのバットを使用して下さい。

先輩選手の使用している道具などを見て、ゆっくり購入して頂ければと思います。

質問３）道具はどこで購入したらよいですか？

回答３）ドリスポ様が、当チーム向けに特別セールなど行って頂いておりますので、是非利用して下さい。

基本は、どこのスポーツショップで購入されても問題は、ありません。

※注意事項、ボーイズリーグは、利用可能なメーカー指定があります。一般的なアシックスなど、有名な

メーカーの物は、利用可能です。ボーイズリーグホームページで確認して下さい。

質問４）修学旅行など学校行事と大会や練習がぶつかったときどうしたらよいですか？

回答４）学校行事が優先です。大会であっても学校行事を優先して下さい。

質問５）テスト休みは、ありますか？

回答５）テスト休みは、ありませんが、テスト勉強で練習を休むことについては、認めています。

チームとしては、普段からの勉強をしっかり行い、練習は休まず参加してほしいと思っております。


