
野球の大好きな少年達、硬式野球に挑戦して下さい！ 
http://sports.geocities.jp/sapporotoyohira_boys/ 

札幌豊平ボーイズ 



 札幌豊平ボーイズは、全国３９支部、小中学生合わせ７４２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５３名（３年生２３名、２年生２２名、１年生８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      第２３回アシックス旗争奪春季北海道大会 【優勝】 
５月      第７回スポーツ報知杯北海道大会 

５月～６月   第２３回春季北海道支部リーグ戦 

７月      第２回春季北海道選手権大会（全国大会出場権）【優勝】 
７月      第１７回１年生ジュニア選手権大会 

７月      第２回松田仁杯北海道大会 

８月      第１０回北海道函館大会 

        2014ベースボールフェスティバル・ジュニアチャンピオンシップ 

        ポニーリーグ主催全国選抜北海道大会（他団体交流大会） 

  －－－ ここから新人戦です －－－ 

８月      第２回秋季北海道大会 

９月      第２２回北海道支部秋季リーグ戦 

９月      ３年生卒団大会 ［札幌麻生球場］ 

１０月     第２回秋季北海道選手権大会（全国大会出場権） 

 

３月      第４４回日本少年野球春季全国大会（東京都）  

８月      第８回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ（東京都） 

         【３年ぶり３回目の出場、今大会ベスト１６】 

        第４５回日本少年野球選手権大会（大阪府） 

        第３９回関東大会（東京） 

        第１６回横浜市長旗争奪神奈川大会（神奈川） 



佐藤 洋介 

昭和３５年５月１４日生 

北海高校野球部卒業 

中学硬式野球指導（ヘッドコーチ・監督） 

１９９８年～現在の中学に至る 

この間、豊富な指導経験により数多く全国 

大会に出場、優秀な成績を収めている。 

本チームでは２００８年８月から監督として 

指導にあたり熱心な指導で今期は本チームを 

３年ぶり３回目の「第８回全国中学野球選手 

権大会ジャイアンツカップ」へと導き、全国 

の強豪チームと互角に戦いチーム初のベスト 

１６というすばらしい成績を納めました。 

熱意ある指導でチームを全国大会に導く等、 

その指導力は高く評価されております。           

 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・楽しい』 

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佐藤です。 

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おります。 

チームの目標は『全国制覇』です。 

君も一緒に野球に情熱を燃やし、「全国制覇」を目指してみませんか。 

そして、新たな歴史を君の手で作ってみませんか。 

私のモットーは「やる気、元気、一生懸命」です。 

皆さんの、チャレンジを心からお待ちしています。 

経 歴 



１ 募集人数 

 ・中学１年生（平成２７年４月 中学入学予定者）  ２０名程度 
 〔現在の在団生〕 

  ・中学３年生 ２３名 ・中学２年生 ２２名 ・中学１年生  ８名 

                            合計 ５３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 

 ・施設維持費（年１回、３月末日迄納入）：１５，０００円 

 ・遠征費：道内（旭川、函館、釧路）は大型バスを使用致します。 

      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。 

      ＊１年生の道外遠征はありません 

 ・その他：入団式、卒団式、祝勝会等の費用は個人負担です。 

３ 練習 

 ・ハイシーズン（３月～１１月まで） 

  毎週火、木    １８：００～２１：００ 

   土、日、祝      ９：００～１８：００ 

 ・オフシーズン（１２月～２月まで） 

    毎週   木   １８：００～２１：００ 

    土、日、祝      ９：００～１６：００ 

  ・６年生は、入団後前季（８月末）の大会が終了するまでは平日の練習は未定です。 

 ・合宿は、１月～４月、８月の期間に１泊又は２泊予定で４～５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～２０，０００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 

  現在の駒岡球場は１０月末まで利用し１１月からは、中の沢球場を利用します。 

 ・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（試合時の移動に利用） 

 ・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（婦人部など）があります。 

 ・当球団では、選手の頭髪はスポーツ刈りとなっております。 



監    督  佐藤 洋介 （北海高校） 

チームＭＧ   藤原 純  ＊MG：ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

サブＭＧ    赤井 弘明 

サブＭＧ    新田 浩一 

サブＭＧ     赤坂 勉 

サブＭＧ    宮園 慎一 

サブＭＧ    高木 康司 

ヘッドコーチ  越後 博興 

コーチ       阿部 直樹 （三笠高校） 

コーチ       吉田 徳一 （小樽工業高校） 

コーチ       山本 智浩 

コーチ     黒岩 公二 （北海道尚志学園） 

コーチ     熊坂 浩樹 （東洋大学） 

コーチ       片山 弘志 

       （元四国独立プロ野球リーグ所属、 

        現社会人野球ホーネッツ所属）  

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） 

名誉顧問   高木 宏壽 

      （衆議院議員） 

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） 

顧  問   尾関 唯志 

顧  問   千葉 泰司 

会  長   片山 正晴 

球団代表   柳町 重雄 

球団副代表  柴田 昭雄 

球団副代表  須藤 伸之 

事務局長   常松 仁 

事務局次長  平野 範生 

審判部長   赤井 弘明 

婦人部長   佐々木 信子 

会計部長   三浦 京子 

会計監査   丸田 芳子 

１２月 秩父別合宿（１泊２日合宿） 

１月  妹背牛合宿（１泊２日合宿） 

３月  球団・入団式 

    球団・総会 

    春季組合せ抽選会 

    関西遠征（３泊４日本州遠征） 

４月  オープン戦（vs各シニア） 

    函館遠征（日帰り） 

    春季大会・開幕 

５月  春季大会 

    オープン戦（vs各シニア） 

６月  春季大会 

    オープン戦（vs各シニア） 

７月  選手権大会（全国決定大会） 

    オープン戦（vs各シニア） 

８月  全国大会 

    夏練習（夏休みを利用し日中練習） 

    夏合宿（円山２泊３日合宿） 

    新人戦開幕 

９月  新人戦 

    オープン戦（vs各シニア） 

１０月 選抜大会（来春全国決定大会） 

    オープン戦（vs各シニア） 

    新入団員募集（６年生） 

    駒岡球場、グランド納め 

１１月 中の沢球場、グランド開き 

    新入団員募集（６年生） 

１２月 球団・卒団式及び納会  



［豊平区］ 

 中の島ファイターズ、平岸ファイターズ、しらかばフライヤーズ、南平岸天神山、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  

［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、オール清田野球スポーツ少年団、 

 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 

［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 

［中央区］ 

 中南ブラックジャガーズ、幌南リトルファイターズ、ニュースターズ、山鼻イーグルス 

［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 

［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、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） 

 旭川東栄野球少年団（旭川市） 

［札幌市内私立高校］                                       

 北海高校、尚志学園、札幌第一、学園札幌、東海大四、札幌新陽、札幌龍谷、札幌創成 

 山の手高校、北星学園、静修高校       

 [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  

 [公立・道立高校]                                                       

 札幌南、月寒高校、平岸高校、札幌国際情報、札幌藻岩、札幌清田、札幌真栄、啓成高校 

 啓北商業、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 



秩父別合宿 

雪の上でも練習 

春季大会 

関西遠征 

全国大会 

選手権大会優勝！ 

GCUP千羽鶴託され 

ジャイアンツカップ 

来期も全国大会出場するぞ！ 

秋季選手権大会！ 



球団代表  柳町   携帯 ０９０－９７５７－７８３８    監   督    佐藤   携帯 ０９０－８２７１－５７７６ 

事務局長   常松     携帯 ０９０－８９０８－２３４８    チームＭＧ  藤原    携帯 ０９０－２６９９－４８１８ 

（練習に参加する際は、下記に連絡をしてください） 

◆ 中の沢球場の住所 ◆ 

札幌市南区中ノ沢１７１２ 

 ・札幌ドームから車で２０分（西岡→駒岡経由） 

 ・真駒内駅から車で１４分 （五輪通経由） 

北ノ沢交番 

北ノ沢交番 

ホクレン 
ショップ 

中の沢 
豊平boys球場 


