
 第26号 (通算64号)  ホームランニュース  平成28年4月1日 ( 1 )   

 

発行： 船橋市野球協会少年学童部 

責任者： 理事長 河崎 六郎 

編集： 広報部 

 Twitter @kouhou_funagaku 

桜の開花宣言こそ昨年より２日早かったものの、その後の冷え込みと前日からの小雨予報で開催を心配する声も聞こえるなか、「船橋市野球協

会春季総合開会式」が開催され、少年学童部からは昨年より２チーム多い、３７チームが参加しました。 

平成２８年度野球シーズン到来 

- 船橋市野球協会 春季総合開会式 - 

開会式は、大澤久 船橋市野球協会会長、松本文化 船橋市教育委員会教育長の他、多くのご来賓をお迎えし、平成２８年３月２７日 船橋市運

動公園野球場にて開催されました。少年学童部の代表選手による、国旗、市旗、体協旗の入場のあと、一般の部、中等部につづき少年学童部所

属３７チームが、昨年度優勝の習志野サンデーズを先頭に、力強い入場行進を見せてくれました。 

選手宣誓では、少年学童部を代表して若松ヤンガーズ 主将 澤野あおいさんが、堂々とした宣誓を行いました。 

習志野台ワンパクズ 
背番号 ９ 五十嵐 悠 

今年のチームの目標は、全国大会に出場

することです。おととしの６年生が、全国大会

で活やくしているのを見て、みんなで全国を

目標にしようと決めました。ぼくの目標は、レ

ギュラーでずっと試合に出て、活やくすること

です。そのために、今自分が出来ることを、精

いっぱい努力して、がんばります。 

そして、この２つの目標を必ず達成したいで

す。 

田喜野井ファイターズ 
背番号 １０ 大西 遼矢 

全員で声を出して、どんなプレーもあきらめず

最後まで戦います。 

今年のチームは男子６人、女子５人です。 

１１人全員でしっかりと声を出して、全力を出

しきり、ひとつでも多く勝ちたいと思います。 

みゆき台ジェッツ 
背番号 ７ 吉原 成竜 

僕は、去年の夏、みゆき台ジェッツに入団し

ました。入団した理由は、先に弟が入っていた

し、野球に興味があったからです。大変なこと

もあるけど楽しいです。僕の目標は、まずバッ

トに当てることです。バットに当てないと点につ

ながらないからです。チームの目標は１つ１つ

の勝利を大切にすることです。１つ１つの勝利

を大切にすれば、優勝も夢じゃないからで

す。 

平成２８年度 船橋市野球協会 少年学童部所属チーム紹介 
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習志野サンデーズ 
背番号 １０ 鈴木 颯太 

今年の習志野サンデーズＡチームの目標
は、正月必勝祈願の時、二宮神社で絵馬に書
いた「県大会出場」です。僕たちは今までの低
学年大会や新人戦などで二回戦を突破したこ
とがありません。負ける試合は声がまったく出
ずにミスをしてしまう時です。去年のＡチーム
は試合中ずっと声を切らさず、チームが流れ
に乗ることが出来たから、全国大会という大き
な舞台に出場することが出来たと思います。僕
たちも去年のＡチームを見習い、全員野球で
県大会出場を目指します。 

小室ライオンズ 
背番号 ９ 大谷 謙弥 

チームの目標：今年は連合チームなどで

活動する事になりますが、県大会に出場す

ることです。 

個人の目標：県大会に出場すること。その

ためには、素振り、スタミナ、コントロール、

守備をみがく。投手としては長いイニングを

投げられるようにする。試合の時には最低

ヒットを一本打ちたいです。守備は、エラー

をしないことです。 

前原サンライズ 
背番号 １１ 杉田 大成 

前原サンライズは、毎週土日に、おもに中

野木小学校で練習をしています。どの学年

の仲間とも仲が良く、元気でチームワーク力

は高いと思います。今年度のチームの目標

は、試合で一つでも多く勝てるようにする事

です。そのためにも、ぼくの目標はチームに

貢献できるように、ヒットをたくさん打つ事で

す。監督やコーチ、仲間達と一緒に力を合

わせて今年度もがんばります！ 

さざんかポニーズ 
背番号 １０ 河尻 白翔 

さざんかポニーズは最後まで決してあきら

めないチームです！ 

１試合でも多く勝てるようにこれからも、練

習をがんばっていきます。 

習志野台スターズ 
背番号 １０ 佐久間啓伍 

今年のスターズは、６年生の人数が少ない

けど、心をひとつにしてくれる５年生がいま

す。団結する力はどこにも負けません。 一人

一人が自分の役割を果たし、習志野台ス

ターズのスローガン『一戦必勝』で、ひとつ

でも多くの試合に勝てるように頑張ります。 

Ａチーム１６名、心をひとつに、笑顔忘れ

ず、全力、集中!! 

高郷スターズ 
背番号 １０ 水井 蓮 
高郷スターズは、スローガンである「思い

切った積極的なプレーをしよう」を合言葉に
日々、練習に取り組んでいます。Ａチームは
総勢11名と少ないのですが、これまで、
チーム一丸となって戦ってきました。これか
ら先、より多くの強いチームと戦っていくこと
となりますが、持ち前のチームワークの良さ
で「船橋1番」を目指していきます。春季大
会で優勝し、「県大会、全国大会」出場を目
指すぞ！ 

スリーアローズ 
背番号 １０ 小泉 優太 

ぼくたちスリーアローズは、「県大会出場」

が目標です。基本をしっかりとしたプレーを

し、チーム一丸となって楽しく元気に頑張っ

ていきたいです。そのために、平日は各自ト

レーニング・素振りをし、土日の練習で生か

していけるよう努力しています。ぼくは、キャ

プテンとして誰よりも大きな声を出し、自主ト

レを頑張り、チームを引っ張っていきます！ 

西習志野グリーンファイター 
背番号 １０ 御園 真史 

ぼくたちのチームは、5、6年生がとても少なく
4年生と一緒に野球をしています。そしてチー
ムの目標は、「全員野球で一人一人が元気を
だして1つでも多くの試合に勝とう。」です。人
数が少なくても勝てるんだという事をプレーで
見せようと思います。このチームの中でぼくは
だれよりも声を出し、だれよりも勝つんだという
気持ちをもって試合や練習に取り組みたいと
思っています。今年は全員が勝利にこうけんで
きるようにがんばりたいです。 

二和タイガース 
背番号 ２ 野口 洸太 

今シーズンのチームの目標は、一戦一戦

一勝けん命戦い、目の前のボールをひた向

きに追いかけることです。 

ぼくの目標は、打げきでも守備でもチーム

の役に立って、ひた向きにボールを追いか

けることです。 

チームメイトとこの一年練習した成果を存

分に発揮し、一つでも多く勝ち進んでいきた

いと思います。 
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ツインドルフィンズ 
背番号 １０ 村山 翔太 

今年のツインドルフィンズは、６年生が1人

で人数が少ないけれど、チーム一丸となっ

て県大会をめざします。 

自分の目標は、下の学年を引っ張って行

き、自ら声を出してチーム全体を盛り上げ、

1つでも多く勝ち進みたいです。 

前原エイトマン 
背番号 ３ 島本 真歩 

今年のチームの目標は「県大会で優勝」
することです。私達はそのために、基礎練習
をしっかりやっています。他にもランニングな
どをして体力づくりをしています。優勝をめ
ざして、チームで声をかけあいチームワーク
を深めています。そして、最後まで諦めずに
一生懸命プレーしています。 
私は、みんなで協力しあって県大会で優

勝したいです。 

習志野台赤トンボ 
背番号 ４ 伊藤 公良 

僕達のチームの目標は、今まで一度も果たし
たことのない全国大会出場です。相手がどん
なに強いチームでも、全力で勝ちにいきたいと
思います。そのために今までの練習の成果を
全て発揮して頑張ります。 

僕の課題はバッティングと送球です。克服の
ために素振りとキャッチボールを毎日続けてい
きます。そして少しでも多くの試合に出場した
いし、もしベンチにいても何か勝利のために貢
献し、チームの目標を達成したいです。 

船橋三山スワローズ 
背番号 １０ 岸井 柚希 

僕たち三山スワローズのAチームは、6年
生1人、5年生と4年生で試合に出て頑張っ
ています。今年の目標は、春季大会で優勝
する事です。優勝目指して、土日祝、仲間と
一緒に一生懸命練習してます。 
僕は1年生から野球を始めて、今年がラス

トイヤーです。キャプテンをやっていて、み
んなをまとめる事は大変ですが、頑張って
いきたいと思います。 

坪井バンデッツ 
背番号 １０ 鈴木 来琉 

チーム目標：最高学年の六年生は４人の

チームですが、五年生と力を合わせて優勝

を目標に頑張ります。 

自分の目標：チームをしっかりと引っ張っ

ていける主将となり【最後まであきらめない】

の気持ちを忘れずにいつも元気に、少年野

球最後の一年間後悔の無いように、たくさん

練習してチームを勝利へ導けるように頑張り

ます。 

ホワイトビーストロング 
背番号 ６ 松岡 陽翔 
今年のチームの目標は「春季大会優勝、

全国大会出場」です。そのために一球一球
を大事に毎週の練習に取り組んでいます。
守備や走塁も場面ごとの練習をたくさんして
います。僕はショートなので自分から声を出
し、守備でチームを盛り上げるように全力で
プレーしたいと思います。ピンチの時こそ声
を出し、最後まであきらめない！ 
チームの目標に向かってみんなでがんば

ります。 

薬円台リトルスター 
背番号 １ 永野 彩夏 
私達薬円台リトルスターAチームは6年生・

5年生あわせても10人しかいません。試合で
は4年生も参加します。でも代表・監督・コー
チの教えてくれることをよく聞いて、練習を
しっかりして、試合ではチームみんなでここ
ろを1つにして、1つでも多く勝ってどこかの
大会で優勝したいです。私の目標はピッ
チャーとしてチームの勝利に貢献したいで
す。いつも5回を投げきって0点で抑えたい
です。 

法典コンドル 
背番号 １０ 古河 瑞樹 

今年のチームの目標は、「千葉県大会に出
場する」ことです。春の大会に向けてきつかっ
たですが、冬場は足腰をきたえるために、全員
で走りこみをしました。それぞれの家では、素
振り、サインの確認、シャドーピッチングなど、
個人練習をしました。 僕の目標は、チームが
勝てるように、打席に立ったら必ず出塁するこ
とです。守備ではエラーをしないこと、またキャ
プテンとしてチームで一番大きな声を出すこと
です。どんな時もあきらめないで、一生けん命
プレーをします。 

Noa Leiars 
背番号 １０ 赤井 橙路 

キャプテンとしてチームを引っ張っていけるよ
うに大きな声を出したり、自分から動けるように
したいです。ピッチャーとしても四球を出さない
ようにしたり、球をもっと速くして三振をたくさん
とれるようにしたいです。バッティングではホー
ムランを打つバッターではないのでヒットをたく
さんうち、盗塁や打球判断で点をとりたいで
す。チームの目標は全国大会で優勝すること
です。そのためにたくさん練習して野球を覚
え、下級生に教えチーム全体で強くなります。 
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西船ウイングス 
背番号 １ 渡井 悠真 
僕たち西船ウイングスの今年の目標は、全

国大会に出場し優勝することです。そのた
めに船橋市の大会、県大会でしっかり優勝
しなくてはなりません。チームで全国大会出
場を合言葉にして練習に取り組んでいま
す。僕の今年の目標は、船橋市や県大会で
完ぺきなピッチングをして、バッティングで点
をとって、チームの優勝にこうけんすることで
す。いっぱい優勝して、少年野球生活を終
えたいです。 

小栗原ベアーズ 
背番号 ７ 岡本 尚大 

チームの目標は、「県大会出場」です。場

面によって色々なプレーができるように練習

しています。個人の目標は、僕はバッティン

グが得意なので、チャンスに強いバッターに

なることです。 

小栗原ベアーズは、「全員野球」がスロー

ガンのチームです。チーム一丸となって、目

標に向かって頑張ります。 

塚田クラブ 
背番号 １０ 佐久間 将吾 

今までみんなでやってきた練習をむだにし

ないように、それぞれの試合を全力で戦っ

て、一つでも多くの試合に勝ちたいと思いま

す。 

若潮スワローズ 
背番号 ２ 高田 莉玖 

チーム目標：年間10勝すること！練習した

ことを試合で生かし、やると決めたことは最

後までやり切る。 

自分の目標：いつでもどんな時でも声をだ

し、場面を考えてプレーする。また、監督・

コーチに教わった基本を繰り返し練習して、

その成果を試合で発揮し、チームの勝利に

貢献する。 

丸山ベアーズ 
背番号 １０ 井杉 海叶 

今年の丸山ベアーズの目標はメンバー全
員でどこのチームにも負けない声出しと、全
力でプレーして試合に勝つことです。 ぼくは
試合に勝つためには練習でもプレーは最後
まであきらめない！バッティングも100%打
つ！ そうすれば１試合でも多く勝つことがで
きると思います。 メンバーのみんなと力を合
わせてベアーズを強いチームにしていきた
いです。 

夏見台アタックス 
背番号 ２ 加藤 岬 

チームの目標は「全国大会出場」する事で

す。 

その目標に向かって頑張ります。 

自分の目標は「千葉県一番のキャチャー」

になることです。 

今まで以上に、ピッチャーやチームをリー

ドできるように、皆と声を掛け合い、元気に

頑張りたいと思います。 

緑台イーグルパワーズ 
背番号 １０ 吉開 鉄朗 

春季大会には合同チームとして出場しま

すが、みんなで声をだす全員野球で一つで

も多く勝ち進み、一試合でも多く試合が出

来る様にがんばりたいと思います。 

ぼくはキャプテンとしていちばん大きな声

をだして、チームのみんなをひっぱって行き

たいと思います。 

金杉台ジュニアシーダース 
背番号 ７ 寺尾 駿佑 

金杉台ジュニアシーダースAチームは、今年
緑台イーグルパワーズ（新6年4人）と連合チー
ムとして、大会にのぞみます。チームの目標は
皆で一生けん命練習して強くなって、試合の
時は自分の限界以上の力を発揮できるように
して、県大会に出ることです。自分の目標は、
ホームランやヒットをいっぱい打って、元気よく
声を出してチームを引っ張って、優勝すること
です。そして、仲間と信じあって、声をかけあっ
て、チームプレイを大事にして、野球をがん
ばっていきます。 

藤上ディアーズ 
背番号 ８ 篠原 和希 

今年のチーム目標は、『一試合一試合課
題をもち、全国制覇をめざそう』です。一つ
一つのプレーを大切にし、最後まであきらめ
ずに、いつも全力で、チーム一丸となってが
んばっていきます。ぼく自身は、ピッチャー
が安心できるようなプレーをし、一球一球集
中して、打率四割以上をめざしたいです。
一生懸命練習をして、みんなに期待される
選手になりたいです。 
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夏見パワーズ 
背番号 ９ 奥野 蓮斗 

夏見パワーズの目標は春季大会で優勝す

ることです。この大きな目標に向かって一人

一人が練習の時でも、真けんにやることで

す。自分の目標は、試合に出て、ヒットや

ホームランを打つことです。あと試合中に声

を出して、チームをもりあげることです。いつ

も声をださないことが多いので、声をだして

チーム全体をもりあげていきたいです。 

海神スパローズ 
背番号 ６ 日下 卓海 

ぼくら海神スパローズは、目標としている

「全国制覇！！」のために１試合、１試合を

集中して挑み、チーム一丸となって必死に

練習から取り組んでいます。毎日週末に野

球を教えて下さる監督やコーチスタッフのた

めにも必ず結果を出したいと思います。ぼく

は、全国制覇をするには、全国一番の

ショートがチームに必要だと思うので日頃か

ら頑張って行こうと思います。 

ＦＴＪ 
背番号 １０ 坂井 希彰 

ぼくたちのチームの目標は「県大会優勝・

全国大会出場」です。 

昨年は、春季大会・新人大会と、とてもくや

しい思いをしたので、今年こそは、目標を達

成できるようがんばります。 

自分としては、キャプテンなので、自ら声を

かけていき、チームを盛り上げていきたいで

す。一戦一戦を大切に、くいの残らないよ

う、全力プレーで戦っていきたいと思いま

す。 

西海ドラゴンズ 
背番号 １０ 中村 元哉 

今シーズンの我がチームの目標は、県大会出
場、リーグ優勝。また、先輩達が三連覇を成し
遂げたサンボーイズ杯を優勝し、四連覇するこ
とだ。僕はピッチングでは、三振を多くとること、
四死球を出さないことを目標に、バッティングで
は、ヒットを多く打ち、出塁することでチームに貢
献したい。そのために、毎日のストレッチを欠か
さず、誰よりもバットを振り、努力をする。今の
チームで活動できるのは、あと一年。仲間を大
切に、 悔いの無い西海ドラゴンズ生活を送りた
いと思う。 

若松ヤンガーズ 
背番号 ３ 堤 萌香 

私たち若松ヤンガーズの目標はチーム

ワークで勝つことです。 このチームは一人一

人が声を出し、わからないところは教えあ

い、みんなが笑って楽しく野球をしていま

す。試合では日々の練習とチームワークを

活かして、バッターが打った時に盛り上げた

り、ピッチャーをはげましたり、みんなで助け

合いながら、一回でも多く試合に勝っていき

たいです。 

宮本ビーバース 
背番号 １１ 来島 瑛 

ぼくたち宮本ビーバースは「春季大会優

勝、全国大会出場」が目標です。その目標

を達成するために、みんなで最後まで全力

プレー、積極的に攻める気持ちを忘れな

い、全員でチーム全体を盛り上げるというこ

とを、練習でも試合でもできるようにがんばっ

ています。 

ぼくは試合で、勝っているときでも負けてい

るときでも積極的に自分から声を出していき

たいと思います。 

西高根ラッキーズ 
背番号 ２ 木場 陸斗 
西高根ラッキーズは、明るく、楽しく、元気

でこせいゆたかなチームです。今は、五年
生10人、四年生7人、二年生1人、一年生2
人で活動しています。野球を始めたばかり
の人もたくさんいるので、はげまし合い、助
け合いながら練習にはげんでいます。 
今年は、「一勝でも多く勝とう！」を目標に

してがんばっています。一人一人が上達す
るために、まじめに取り組んでいきたいと思
います。 

 平成２８年度 行事予定 
 ３月 １３日 定期総会・春季大会監督会議 
  ２７日 船橋市野球協会総合開会式 
 ４月 ２日 春季大会開幕 
 ５月 ４日 春季大会決勝戦・閉会式 
  ２１日 低学年大会監督会議 
 ６月 ４日 夏季大会監督会議 
  ５日 低学年大会開幕 
  １９日 夏季大会開幕 
  ２６日 友遊ボール大会 
 ８月 ２８日 低学年大会決勝・閉会式 
   夏季大会決勝・閉会式 
 ９月 ３日 新人大会監督会議 
  １７日 新人大会開幕 
 １０月 １０日 秋季大会開幕 
 １１月 ２０日 新人大会決勝戦・閉会式 
   秋季大会決勝戦・閉会式 
 １１月 ２３日 支部対抗戦・優秀選手表彰式 
 １２月 ４日 千葉県認定審判講習会 
 １月 ２１日 少年学童部指導者新年会 
 ２月 １２日 キッズ野球教室 
 ３月 ５日 船橋市認定審判講習会 
  １２日 平成２９年度定期総会 
  ２６日 船橋市野球協会総合開会式 

学童部認定 

審判講習会実施 
昨年は雨のため途中中止になり今年も天

気の不安のなか３月６日に学童部認定審判
講習会が受講生２１０名以上の出席にて実
施しました。 

河崎理事長の挨拶に始まりランニング･発
声練習･投球判定を合同にて行った後各班
に分かれ各ポジション別に動作･コールを繰
り返し約４時間の講習を行いました。 

普段各チームでリーグ戦等にて審判をし
て頂いていますが緊張か普段と違う様子が
うかがえました。自信を持って各リーグ戦に
精進して頂ければ幸いです。 

開校式に理事長より話があったように今回
の講習会を糧に慣れて頂き２年後３年後に
ステップアップし県野球協会審判員を目指
してほしいと考えます。 

シーズンに入り今回の講習会に調整頂き
ました各チームに感謝いたします。 

ありがとうございました。 
学童部審判部 
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ホームラン・ママ 
学童野球をささえる、しっかりママさん 

野球少女が集結 
船橋市少年学童部女子選抜 

船橋市女子選抜チーム監督の池内です。 

船橋市学童部では４年生以上の女子選手を集め、各種大会に向けて練習を重ねていま

す。大きな大会としては、５月に開催される千葉県大会、その結果により出場できる全国大

会（ガールズトーナメント）や関東大会があります。 

ガールズトーナメントで

は過去３回の大会のう

ち、船橋主体のチーム

は準優勝・３位と２度の

上位入賞を果たしてお

り、全国制覇を目標に

練習しています。その

他、春・秋・冬にも様々

な大会があります。 

女子選手の皆さん、所

属チームの活動だけで

なく、女子選抜チームで

も 頑 張 っ て み ま せ ん

か？女子選手、集合！ 

～ 編集後記 ～ 

広報部として試合写真の撮影を初めて

から今年で３年、今年度からスタッフの数

も増えましたので、広報活動の幅を広げて

いきたいと思います。 

※Twitterを始めました。試合結果の速報

や学童部からのお知らせを無口な広報

部長がつぶやきます。 

Twitter @kouhou_funagaku  （広報部） 

学童野球をささえている人は誰なのでしょう。監督、コーチ、それともチームの代表ですか、確かにみんな子供たちのために一生懸
命指導をしてくれていると思います。しかし、本当の意味で学童野球をささえてくれているのは、やっぱり優しいママさん達ではない
かと思います。少年学童部創立から４０年、７０を超えるチームが所属していたころと比べると、チーム数は半分近くにまで少なくな
り、複数のチームで連合を組んで大会に臨む事も多くなりました。そんな連合チームでの体験談を寄稿して頂きましたので、特集とし
て掲載させて頂きます。 

2年間の連合経験～2015年3月卒部 

若松ヤンガーズOB保護者 

ホームグラウンドは小学校、サッカーチー
ムとのタイムシェア制のため、ほとんどが半日
練習という子どもたちが、緑台イーグルパ
ワーズとの連合決定を聞いたのは5年生に
上がる直前のことでした。合同での練習は、
当然のように弁当持参で終日。親は慣れな
い弁当作りやグラウンドへの送迎に、子ども
たちは体力のなさを恨みながら練習に励み
ました。また、グラウンド整備といえば練習前
後のトンボかけ程度だったのが、頻繁に行う
草刈りやネットの補修、ペンキ塗り、重機を入
れての本格的な整地など、日を追うごとにマ
イグラウンドを持つチームの大変さが身に沁
みました。ただ、体を目いっぱい使って日が
暮れた後のティータイムや、芯まで冷える冬
の焚火や焼き芋、練習初めの豚汁…、そんな
自分たちのホームでは経験できない数々の

ことが、卒部までの2年間をより充実したもの
に、思い出深いものにしてくれました。この春
中学2年になる子どもたちも、連合での経験
を生かしそれぞれのチームで主力選手にな
るべく日々成長を続けています。 

 

連合での思い出～2016年3月卒団 

丸山ベアーズOB保護者 

1年間の連合を終えて思いだすことといえ
ば…、暑い時期のホースを使った水遊びや
美味しく食べた後のスイカの種飛ばし。喜び
はしゃぐ子ども達の姿を見られたのが何より
でした。また、年明けの練習初めにグラウンド
で用意したお餅や豚汁は忙しいながらも楽
しく、またとても美味しかったです。グラウンド
で練習にはげむ子どもたちを横目に準備し
ながら、母が「子ども達の為に」、子どもが「自
分達の為に」を感じる事ができたのではない
かと思います。様々な制限のある小学校校
庭での活動ではできなかった季節に合った

行事が楽しめたのはとてもいい思い出になり
ました。 

 

3年間の連合を終えて 

緑台イーグルパワーズ OB保護者 

3年間の連合を終えて、経験し感じた事は
若松ヤンガース・丸山ベアーズとも、ホームグ
ランドが学校のため1日を通して野球だけが
グランドを使える事は難しく、ほとんどの練習
は緑台イーグルパワーズのグランドでした。
グランドが遠い為、朝早くからお弁当を持た
せて、毎週通って来てくれた事に感謝してい
ます。 

初めは各チームそれぞれのやり方があり
戸惑いもありましたが、お互いの良い所を取
り入れ、その都度話し合って決めてきました。
マイグランドを持っている為、ネットの補修や
草刈りはもちろん、雨が降った翌日は、子供
達が練習出来るように朝からグランド整備を
コーチ・保護者で行ってきました。子供達も
刈った草を運んだり、石やゴミ拾いをしたり、
グラウンドを綺麗に大切に使っています。 

暑い日には水遊びをはじめ、スイカやアイ
スを食べて頑張っています。寒い中での豚
汁、練習後のココアやスープなど、子供達の
エネルギーになったことと思います。野球以
外でもさまざまな経験が出来たのではない
でしょうか？“何事も子供達の為に”と、全力
でサポートしてくれるコーチや保護者ばかり
です。 

※広報部より 
「我がチームではこんな事を子供達にして

います」などの情報がありましたら、ご連絡を
お待ちしています。 


