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 船橋市野球協会少年学童部 理事長 河崎六郎 

昭和５１年６月に船橋市野球協会少年学童部を設立し今年で４２年目を迎えております。当初の学童部は２７チームでスタート致しましたが、

徐々にチームも増えて最大で７９チームにもなりました。グラウンドがなく、習志野陸上自衛隊演習場の広場や日大のグラウンド、各チームのグラウ

ンドを借りて大会を開催してきました。 

昭和５５年に野球協会の加藤会長が千葉県の土地であった現在の高瀬町の広場をお借りし、行政及び野球協会の理事長でありました石井先

生のご努力もありまして、大人の野球場４面と子どもの野球場５面の立派なグラウンドが出来ました。しかし、地盤が固く雨天になれば水が溜まる状

態で、大変苦労しました。現在では整備が進み以前より良くなりましたが、まだまだ大変さには変わりないように思います。 

その後、藤代元市長により豊富町にグラウンドを作っていただき、多少は運営に関しても楽に

なった様に思います。 

少子化の今、どのチームも人数減少で存続が大変になっておりますが、１人でも多くの野球球

児達が入部することを祈りたいと思います。 

４月から春季大会が始まりますが、この大会は全国大会に繋がる大会であります。すべての

チームが全力をかけて頑張ってもらいたいと思います。 

3月２６日に予定されていた船橋市野球協会春季総合開会式は、開花宣言が発表されたば

かりの桜の開花を遅らせるような冷たい雨により中止となりました。例年であれば、船橋市野球

協会に所属する、一般の部、中等部、学童部のチームが参加し、華やかに野球シーズンの開幕

を宣言するところですが、残念です。 

今年で４１回となる船橋市春季市民野球大会学童の部は、Aリーグに３２チーム、Bリーグに３０

チームが参加して行われます。４月１日（土）のAリーグの１回戦から試合が開始され、５月５日

（金）に船橋市運動公園野球場で行われる両リーグ決勝戦までのあいだ、優勝を目指して熱戦

が繰り広げられます。 

冷たい雨で開会式は中止に 
- 船橋市野球協会 春季総合開会式 - 

習志野台ワンパクズ 
背番号 １ 勅使瓦 蒼 
僕たち習志野台ワンパクズは、全試合の1

回から最終回まで、みんなで声をつなぎ、日
頃の練習の成果を発揮したいです。そして常
に全力プレ一で、ビンチの時もチャンスの時
も強い気持ちを持って最後まで諦めず、精一
杯頑張り優勝します。 
僕の目標は、ピッチャーとして、打者をしっ

かりと打ち取っていくことです。一試合一試
合、自分の力のすべてを発揮出来るように頑
張ります。そして春季大会で優勝をします。 

田喜野井ファイターズ 
背番号 １０ 内海 太誠 

田喜野井ファイターズは１９８７年１２月に発足

し、今年で３０年目を迎えます。 

一番多い時は５５人の選手がいましたが、今

年は６人のスタートになります。 

「楽しく、明るく、たくましく、そして想像力豊か

なチーム」をモットーに、少ない 

人数ですが、元気よく練習を行っています。 

今年は人数を増やして練習、試合を頑張りた

いと思います。 

みゆき台ジェッツ 
背番号 １０ 木村 舞優 
みゆき台ジェッツの今年の目標は２つありま

す。１つ目は、いっしょに野球をする仲間を増
やすことです。理由は、今、連合チームで試
合をしていて、自分たちだけで試合をしたい
からです。２つ目は、公式戦で１０勝することで
す。理由は、去年公式戦では、Ａ・Ｂ・Ｃあわせ
て７勝しかできなかったからです。 
私の今年の目標は、女子選抜の大会で優勝

することです。これからもチームにこうけんでき
るようにがんばります。 

平成２９年度 船橋市野球協会 少年学童部所属チーム紹介 

春季総合開会式での選手宣誓を引き当

てた「スリー・田喜野井・ジェッツ連合」の海

老原 豪人くん。 

元気に選手宣誓をする姿を楽しみにして

いましたが、晴れ舞台が雨で中止になって

しまい、とても残念です。 

試合では精一杯頑張ってください。 

少年学童部のあゆみ 
- 船橋市野球協会少年学童部 理事長 新年度のご挨拶 - 
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習志野サンデーズ 
背番号 １０ 藤崎 凌太郎 
僕たち習志野サンデーズAチームは、冬

季はバッティングを中心に練習してきまし
た。ピッチャーは体幹を鍛えるトレーニング
をしてきました。大会では、練習の成果を発
揮し、バッティングで打ち勝つ試合をしたい
です。目標は、二宮神社の絵馬に書いた全
国制覇です。失点を少なくして、チャンスは
確実に得点につなげるような試合をしていき
たいです。春季大会では、全員野球で優勝
を目指します。 

小室ライオンズ 
背番号 １５ 吉野 悠良 
小室ライオンズの部員は僕１人です。今年

は習志野サンデーズさんと連合で活動して
います。チームの目標は、県大会で優勝し
て全国大会に出場することです。 
僕の目標は、試合の出場回数を増やすこ

とです。チームのみんなは野球が上手でま
だ野球を始めて１年少しの僕が追いつくの
は大変ですが、守備も打撃も人一倍に練習
をしてチームに貢献できるように頑張りたい
です。 

前原サンライズ 
背番号 １０ 杉田 大成 

今年度のチームの目標は、一つ一つのプ

レーを大切にし、一試合でも多く勝てるよう

にすることです。野球を始めたばかりの仲間

も多く、試合に勝つことは簡単なことではあ

りませんが、キャプテンとして、最後まであき

らめず、大きな声を出してチームを引張って

いきたいです。 

さざんかポニーズ 
背番号 １０ 喜多 大翔 

ぼくたちのチームは、12人全員男子の

チームです。もともとは、とても弱く大差で負

けていました。でも、それがくやしく、ノックや

バッティングをたくさん練習して、大差では

負けなくなりました。でも、まだまだです。だ

から、もっと練習します。 

目標は「もっと強くなる」ことです。目標が

達成できるようにがんばります。 

習志野台スターズ 
背番号 １０ 小池 亮真 

今年のスターズの目標は春季大会ベスト４

です。６年生１２名チーム一丸となって『一戦

必勝』をスローガンに勝ち進んで行きたいで

す。 

僕は、キャプテンとして、チームをまとめみ

んなを引っ張って行きます。頼れるキャプテ

ンとして、目標に向かって頑張ります 

高郷スターズ 
背番号 １０ 山田 隼颯 
高郷スターズ今年のスローガンは「全員野

球だチーム一丸となって戦おう」の基にＡ
チームの目標は学童部各大会一つでも優
勝目指して頑張ることです。Ａチームは９人
ギリギリで体調に気を配り、怪我をしないよう
全員野球で戦うことです。そのためには
チームプレーに心がけ基本を大事にし監
督・コーチの言うことを良く聞くこです。 
僕の今年の目標はキャプテンとしてチーム

をまとめ去年よりホワボールを少なくしもっと
打てるよう頑張ることです。 

スリーアローズ 
背番号 ４ 澤田 隼 

スリーアローズは今季、春の大会で優勝する
ことを目標にしています。そのために、走塁や
ゲームノックなどの基礎を中心とした練習の中
で、監督やコーチから自分で考える野球を教
えてもらっています。しかし、失敗したり、厳し
い言葉にくやしく思うときもあります。でも、試
合で練習通りに出来るととてもうれしいです。
そして、僕の今季の目標は出塁率をあげること
です。優勝という大きな目標に向けてひとつで
も多く勝てるように、みんなが夢中で野球をや
るチームです。 

西習志野グリーンファイター 
背番号 １０ 宮森 崇大 
昨年は、春・夏・ＦＣＣとみんなコールドで

負けてしまいました。今年も６年生が少なく５
年生中心のチームです。決して強いチーム
ではありませんが、ぼくはこのチームが大好
きです。みんなで必死にやればもっと成長
できると思います。キャプテンとして声を出し
チームを引っぱりみんなで一緒に考えて行
動しようと思います。成長する力を信じて、
大会では相手チームに全力でぶつかりま
す。 

二和タイガース 
背番号 ３７ 田中龍樹 

今年のチームの目標は、一戦一戦集中力

を切らさず、声を出し、素早い判断と、気持

ちの切り替えを早くすることです。ぼくの目

標は、バッティングではホームランではなく

ヒットで塁に出ること、守備ではひた向きに

ボールを追いかけエラーをしないことです。

6年生は9人と少ないですが、チーム一丸と

なり日々練習を頑張っています。 

がんばるぞ‼ 
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ツインドルフィンズ 
背番号 １１ 小林 敬太郎 

今年のチーム目標は、県大会に出場する
ことです。去年はあと一歩のところで負けて
しまい、悔しい思いをした試合もありました。
僕たち6年生14人にとっては最後の一年な
ので、悔いの残らないよう、目標に向かって
1試合1試合を大切に、全力でプレーしたい
です。僕は1試合でも多く出場し、バッティン
グでチャンスを作り、チ－ムの勝利に貢献し
たいです。 

前原エイトマン 
背番号 １ 古屋 凛之佑 

僕たち前原エイトマンは、４８年の活動歴を持

つチームです。チーム専用のグランドを持って

いるのでたくさん練習する事ができます。今年

は新６年生が４名しかいないので新５年生４年

生でがんばっています。昨年の試合ではあまり

勝てませんでした。今年は気持ちを切り替え1

つでも多く勝てるようにしたいです。そして大会

では、みんなで力を合わせて最後まであきらめ

ない野球をします。 

習志野台赤トンボ 
背番号 ３ 木落 誠 

今年の赤トンボの目標は、まずは春季大会を
みんな全力で優勝して、県大会に行ったら去
年のチームができなかった県大会一勝をした
いです。自分の目標は、ピッチャーをやってい
る時は、とにかくストライクに投げ込んでチーム
に貢献したいです。バッターでは、大きな当た
りはいらないので、とにかく塁に出たいです。 

そのために、素振りを毎日やって、バッティン
グセンターでは速いライナーを意識して打ちた
いです。 

船橋三山スワローズ 
背番号 ５ 財部 隼大 

ぼくたちのチームは、とにかくみんな元気で
す。人数が少ないチームですが、ずっとこのメ
ンバーで戦ってきました。全国制覇をチームの
目標にして、土日や平日もきびしい練習をし
て、みんなでがんばっています。ぼくは、ピッ
チングが悪い時、監督やコーチにいろいろと
たくさん教えてもらいチームのみんなに助けて
もらいました。みんなで力を合わせて、このメン
バーで勝利を勝ち取りたいです。勝つ！勝
つ！勝つ！絶対勝つ！！ 

坪井バンデッツ 
背番号 ５ 緑川 一樹 
僕たち坪井バンデッツAチームは、全国大

会優勝を目標にしているので、この大会も
優勝することが目標です。チームは6年生が
17人と多く、レギュラー争いがはげしいの
で、みんな一生けん命練習しています。そ
の中で僕はレギュラーになって、ピッチャー
のときはチームの勝利のためにいいピッチ
ングをして、野手の時にはいいバッティング
をたくさんすることが目標です。悔いの残ら
ないプレーをしたいです。 

ホワイトビーストロング 
背番号 １０ 大橋 拓真 

「ホワイトビーストロング」主将の大橋拓真

です。僕の代は今まで人数が足りなくて、４

年間ずっと連合チームでしたが、みんなで

協力してやっと人数が揃い、今年は念願の

単独チームで出場します。６年生は３人しか

いませんが、５年生と一緒に力を合わせて

試合にのぞみます。まずは初戦突破を目指

して一戦一戦全力で戦います。 

薬円台リトルスター 
背番号 １０ 出沖 駿太 
僕達は、一人一人が確実に守備でアウトに

し、あまいボールは積極的に打ち、声をかけ合
いながら最後まであきらめずに全力でプレー
することをチームの目標としています。そのた
めに、僕はキャプテンとして、常に周りに声をか
け、チームのみんなが『勝つんだ！』という強い
気持ちを持てるように引っ張っていきたいで
す。そして、一つでも多くの大会で優勝出来る
ように練習し、最後にみんなで笑顔で終われる
ようにしたいです。 

法典コンドル 
背番号 ４ 中之庄 遥心 

コンドルの目標は千葉県大会に出場して優

勝することです。小学生最後の年、監督・コー

チ・お父さんお母さん、みんなが楽しくなるよう

に、日々の練習と一つ一つの試合を大切に、

楽しみながら声を出し続けていきます。 

個人としては、声と気持ちでチーム全体を盛

り上げて、勝利につなげる野球をして行きま

す。毎日素振りをしてチャンスにヒットが打てる

バッターになりたいです。 

Noa Leiars 
背番号 ７ 山田 紅莉 
チームの目標:試合中はどんな時も声を切ら
さず、仲間がミスした時は励ましの言葉を掛
け合えるようなチームになりたいです。そうす
ればチームの皆なの心が一つになり、もっと
もっと強くなれると思います。そして皆なで全
国大会を目指したいです。 
自分の目標:フライを確実に取って外野を
しっかりと守れるようになりたいです。バッ
ティングでは、もっと打てるようになってチー
ムの勝利に貢献したいです。 
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西船ウイングス 
背番号 １０ 増田 剛 

ぼくたち西船ウイングスＡチームは、「感

謝・感げき・感動」を合言葉に、みんなで声

をかけあい全員野球でがんばっています。

春季大会で優勝し、県大会に出場すること

が今年のチーム目標です。 

ぼくは、キャッチャーとしてチームを盛り上

げ、ホームランを打ってチームの目標が達

成できるようにがんばります。 

小栗原ベアーズ 
背番号 ２ 石原 仲也 

今年の小栗原ベアーズの目標は県大会

出場です。その目標に向かってチーム一丸

となって練習をしています。レペルの高い船

橋市では連打で点をとるのは難しいと思うの

で、走塁をいかした野球をして、先の塁を

狙って行きたいと思います。 

自分の目標はチャンスでヒットを打てるよう

に確実なバッティングを心がけたいと思いま

す。 

塚田クラブ 
背番号 ２ 久米 隆史 

僕たち塚田クラブは塚田小学校の児童を

中心とした野球クラブです。毎週土日祝日

に集まり、勝利を目指して頑張っています。

練習は厳しいけど、監督、コーチに指導して

もらい、強くなってきています。 

今シーズンのチームの目標は県大会出場

です。僕の今シーズンの目標は打率5割を

目指します。その目標達成の為に、毎日素

振りを100回しています。 

若潮スワローズ 
背番号 １０ 山田 昴生 

チーム目標：チームのみんなが自分からテ

キパキと行動できて、声が出せるチーム。去

年まで勝てなかった相手に勝利し、優勝し

たい。 

個人目標：キャプテンとしてチームのみんな

を引っ張って行けるようになりたい。出た試

合で一本はヒットを打ち、ホームランを打てる

様になりたい。 

丸山ベアーズ 
背番号 １ 渡辺 翔 

今年のチームの目標は、どこのチームにも負
けない声だしと、ひとつひとつ基本プレーを大
事にして、試合に勝つことです。 

僕の目標は、仲間を大事にすること。チーム
をリードしていけるよう、自分から声を出し動く
ことです。また、ピッチングではコントロールを
よくする事。バッティングでは全力で打つことで
す。「自分の努力がチームの力になる」を信じ
て、監督やコーチ・仲間と一緒に力を合わせ、
強いチームになるよう頑張ります。 

夏見台アタックス 
背番号 １０ 門前 來希 
チームの目標は『全員野球』です。全員が

努力し、協力して一点でも多く点を取る。練
習の成果を発揮する。全ての大会で優勝す
るチームになることです。僕には引越した友
達がいます。全国大会で会おう！と話しまし
た。それが目標となりました。指導をしてくれ
る監督・コーチ、応援してくれる人たちと一
緒に全国大会へ行きたいです。自分のでき
ることは「悔いのないよう練習すること」。努
力して一生懸命やります。 

緑台イーグルパワーズ 
背番号 １０ 大井 楓 

今年も金杉台ジュニアシーダースと連合で

試合に参加します。 

自分がキャプテンになったので連合チー

ムをまとめチーム一丸となって試合に勝って

いきたいです。 

人数は少ないですが、練習を頑張ってみ

んなで喜びたいです。 

金杉台ジュニアシーダース 
背番号 ９ 比佐野 遥希 

今年のチームの目標は優勝する事です。

この大きな目標に向かって一戦一戦を大切

にし、最後まであきらめない強い気持ちを

持って、全力プレーをする。 

チーム目標のために自分ができる事を精

一杯頑張り、毎試合チームの勝利に貢献で

きるように１本でも多くヒットを打って、１アウト

でも多くとって、声でチームを盛り上げてい

きたいです。 

藤上ディアーズ 
背番号 ６ 山ノ井 大夢 

ぼくたち藤上ディアーズは野球が好きで野

球をもっとうまくなりたいと思う仲間が集まっ

て活動しています。ときにはきびしく、ときに

はやさしくはげましてくれる監督・コーチの

指導を受け練習を積んでいます。「野球の

神様」にそっぽをむかれないように試合も練

習も全員で声をだしあい、打って守って全

力プレーを心がけて仲間と一緒にこれから

も野球を思いっきり楽しみたいと思います。 
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夏見パワーズ 
背番号 １０ 辻井 琢己 

夏見パワーズの今年の目標は、毎試合全
力を出して一試合でも多く勝つことです。去
年は、春大の一回戦で負けてしまったの
で、今年は必ず勝ちたいです。個人の目標
は、チームのキャプテンとしてチームを引っ
張っていくことと、自分の持ち味を活かして、
一点でも多く点を取ることです。守備では、
打球が飛んできたら、全てアウトにできるよう
に、がんばりたいと思います。 

海神スパローズ 
背番号 ９ 上野 直人 

僕たち海神スパローズの目標は、県大会

に出場し優勝する事です。4年生の時にこ

の目標を立て、今まで練習してきました。1

時間走などの厳しい練習できたえた最後ま

であきらめない心「海スパ魂」を見せたいと

思います。 

僕自身の目標は、チームを盛り上げられる

選手になる事です。チームがピンチの時こ

そ一番大きな声を出して頑張ります。 

ＦＴＪ 
背番号 ４ 伊藤 夢生 

今年のＦＴＪのＡチームの目標は、全員が

自分の力を発揮し、チーム一丸となって全

ての大会で優勝を目指します。僕の目標

は、チームで誰よりも声を出してバッティング

では、打ってチームに貢献できるように頑張

ります。僕たちＦＴＪは、日々の練習を全力で

取り組み、最後まであきらめず一生懸命プ

レーして、最高の仲間と共に最高の結果を

求めていきます。絶対にやってやるぞ！ 

西海ドラゴンズ 
背番号 １０ 佐々木 裕之 
ぼくたちの今年の目標は「県大会出場」で

す。６年生みんなで決めた目標です。かんと
く・コーチに教わった事を練習して、その成
果を試合で出したいです。エラーをなくし積
極的に次の塁をねらう。ピンチの時こそーム
で声をかけあい最後まであきらめない野球
をしたいです。 
ぼくは守備でチームをもり上げるようプレー

したいと思います。誰よりも大きな声を出し
てチームを ひっぱっていきたいです。 

若松ヤンガーズ 
背番号 ８ 林   壌 

ぼくたち若松ヤンガーズは、大会優勝を目

標に日々練習に取り組んでいます。相手が

どんなに強いチームでも一人一人が全力で

立ち向かいチームワークで勝ちにいきたい

です。 

ぼくは、元気よく声を出し積極的にチーム

を盛りあげて攻めること、そして失敗を恐れ

ずに挑戦することで目標に近づけるようにが

んばります。 

宮本ビーバース 
背番号 １０ 土谷 悠大 

今年のチームのスローガンは「全力」です。

目標を達成するするために、最後まで「全

力」でプレーをするよう心掛けています。 

自分の目標は優勝です。 一戦一戦悔い

の残らないように戦っていきたいと思いま

す。 

西高根ラッキーズ 
背番号 １ 井口 颯波 

西高根ラッキーズの目標は、声を出して諦

めないで試合に挑むことです。僕たちの代

は、野球を始めた頃にチームから先輩たち

が抜けてしまっていたので、後輩たちには

いいプレーを見せたいです。1勝でも多く勝

つために集中して練習をやっています。 

自分としても大きな声だしといいプレーで

チームを引っ張っていきたいです。 

 平成２９年度 行事予定 

 ３月１２日 定期総会・春季大会監督会議 

 ２６日 船橋市野球協会総合開会式 

 ４月 １日 春季大会開幕 

 ３０日 友遊ボール大会 

 ５月 ５日 春季大会決勝戦・閉会式 

 １４日 船橋市少年少女交歓大会 

 ２１日 低学年大会監督会議 

 ６月 ４日 選手権大会監督会議 

 １０日 低学年大会開幕 

 ７月 １日 選手権大会開幕 

 ９月 ３日 低学年大会決勝・閉会式 

   選手権大会決勝・閉会式 

   新人大会監督会議 

 １７日 新人大会開幕 

１０月１４日 秋季大会開幕 

１１月１８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 

 １月２１日 少年学童部指導者新年会 

 ２月１１日 キッズ野球教室 

 ３月 ４日 船橋市認定審判講習会 

 １１日 定期総会・春季大会監督会議 

 ２５日 船橋市野球協会総合開会式 
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七林中学校野球部全国大会で活躍 
文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球大会 

平成２９年１月１５日に豊富グラウンドで

船橋地域女子選抜選手のセレクションが

行われ、学童部所属チームより多くの女子

選手が参加しました。 

船橋地域女子選抜チームは、セレクショ

ンで選抜された選手に、印西市、白井市か

ら参加する選手も含めて構成され、４月１５

日から、選抜チームとして本格的に始動す

る予定です。 

５月７日、１３日に開催される、千葉県少

年野球女子大会をはじめ、１１月に開催さ

れる千葉県少年野球秋季女子大会、他の

大会への出場を予定しています。昨年秋

に新しくなったユニフォームで、「今年こそ

全国制覇！」と、選手、スタッフは意気込ん

でいます。 

NTT東日本野球教室 

平成２９年１月２１日 千葉県NTT船橋グランドにてNTT東日本野球教室が、学童部に所属す

る各チームより選手１２０名が参加て開催されました。 

教室は、参加者全員で準備運動とキャッチボールを行った後、投手、捕手、内野手、外野手

と、それぞれの守備位置に別れて、 NTT東日本野球部の現役社会人野球選手から、熱心な指

導を受けました。 

野球教室の後半では、アトラクションとしてスピードガンコンテストが行われ、各チームの代表

選手がピッチングの球速を競い合いました。また、サインボールを掛けたジャンケン大会なども

行われて、半日と短い時間ではありましたが、楽しくて有意義な野球教室になりました。 

学童部認定審判講習会 

３月５日に学童部認定審判講習会が高瀬

運動広場にて実施されました。 

ランニング、発声練習、投球判定を行った

後、各班に分かれ各ポジション別に動作や

コールの研修を行い、約４時間の講習を終

了しました。 

～ 編集後記 ～ 

野手としては６年ぶりにセリーグ新人王

に輝いた、船橋学童部OB の高山選手も

プロ２年目となり、さらなる活躍が期待され

ています。 

小学生の時は松岡弘投手が好きで、そ

れ以来ずっとヤクルトファンの私が、高山

選手の活躍を喜んでしまうのは、やっぱり

船橋学童部繋がりなのでしょうか？ 

（広報部） 

船橋市野球協会少年学童部OB が通学する船橋市立七林中学校野球部が、「文部科学

大臣杯 第８回 全日本少年春季軟式野球大会」でベスト８となる活躍を見せました。 

中学１、２年生（新２、３年生）を対象とするこの大会は、高校野球の「春のセンバツ」同様、新

人戦として球児の憧れの大会となるよう文部科学省の後援を受け新設された大会で、平成２

３年から静岡県にて開催されており、所属する各都道府県支部のブロック大会を勝ち抜いた

３２チームにより争われます。 

大会前にチームを率いる野田監督にコメントを頂きましたので紹介致します。 

野田監督コメント 

この度県の新人大会で優勝し、船橋市立七林中学校は文部科学大臣杯第8回全日本少

年春季軟式野球大会に出場を決めました。 

部員は１、２年生合わせて３０人で、全員が毎日真面目に練習に取り組んでいます。毎日部

活動を学校で練習できるということはチーム力を向上させるのに最も適しています。 

全国大会では日頃の努力の成果を発揮できるように頑張ります。  

習志野台ワンパクズ 菅 谷  真 之 介 高郷スターズ 石 橋  直 之 

高郷スターズ 水 口  太 貴 高郷スターズ 宮 﨑  竜 也 

高郷スターズ 髙 橋  凌 西習志野グリンファイター 細 川  海 斗 

ホワイトビーストロング 市 川  日 南 太 旭丘サンバース 関 原  昇 太 

ホワイトビーストロング 大 柴  理 央 薬円台リトルスター 松 本  遥 和 

ツインドルフィンズ 上 吉  原 歩 高郷スターズ 石 大  夢 

高郷スターズ 堀 江  康 太 前原サンライズ 滝 口  蒼 太 

高郷スターズ 田 中  利 空 前原サンライズ 石 山  尚 道 

薬円台リトルスター 林  駿 佑 薬円台リトルスター 手 塚  晴 紀 

高郷スターズ 池 田  唯 人 高郷スターズ 濱 田  涼 

目標は全国制覇！ 
船橋地域女子選抜チーム 

新ユニホームのお披露目(H28.11.23) 

船橋市立七林中学校野球部 選手・出身チーム一覧 


