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２０１０年１２月 選手５名で活動を開始したチーム

関東を拠点に活動するリトルシニア関東連盟に所属

「こどもたちに豊かな人生を送ってほしい」

２０１７年。指導・育成方針を再考し原点回帰。主役であるこどもたちが大好きな野

球をもっと好きになり「はやくグラウンドに来たい！」という気持ちで取り組めるよう

指導しています。「主体性を育み」「創意工夫できる」「思いやりに溢れた」人

材を輩出できるよう、こどもたちが失敗を恐れずにチャレンジできる環境づくりに取

り組んでいます。

つくば中央リトルシニアはどんなチーム？
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運営組織概要



１ 野球競技の普及

２ こどもたちが野球を楽しむこと

３ 野球環境の整備

活動目的



選手の主体性を育む。

創造力豊かな人間に。

思いやりのある人間に。

育成（指導）理念

社会に求められるのは「主体性を持って行動し」「創意工夫ができ」「思いやりがある」人材。

今結果を求め、失敗しないように指導することは「失敗を恐れ、自ら行動できない」人材を

生み出すことにつながります。

こどもたちが自身の主体性を育み、創造力豊かになるには、失敗を恐れずに何度もチャレン

ジできる環境が大切です。私たちはこどもたちが自分で考えて行動できる環境を提供し、

失敗を恐れずにチャレンジすることに賞賛を送ります。



■特色
１ 自分たちで出来ることは自分たちで行う環境

２ 時間短縮・自主練習の導入 知的好奇心を大切に

３ 見守る指導・コーチングの実践

失敗を恐れずチャレンジできる環境

４ 当番・父母会なし 協力は任意・最小限

５ 選手のコンディションづくり

６ 普及活動との連携

グラウンド開放事業・つくばフューチャーズ

つくば中央リトルシニアの特色



■自分たちで出来ることは自分で行います

例：グラウンド・道具の準備・片付け、グラウンド整備、塁審

ボールテープ巻き試合中のお茶出し、部室・倉庫掃除

こどもたちが主体的かつ工夫して行動できるように

なるには、こどもたちを取り巻く環境が重要となりま

す。大人がそばにいると、つい手を差し伸べてしま

います。子どもたちが行うことによって不足する分至

らぬ点もありますが、失敗は誰にでもあることです。

失敗を糧に成長することを期待し、どうかその失敗を

温かく見守っていただければ幸いです。

つくば中央リトルシニアの特色１



■練習時間の短縮・自主練習・異種目の導入

平日 （火・木・金） 〜１８：２０〜２０：３０ （平日完全自由参加）

土曜 ８時３０分〜１５時解散 （８時１０分集合）

日曜祝日 ８時３０分〜１５時解散 （８時１０分集合）

※試合の際は解散時刻は試合に応じて変更となります

※土・日が休みになることがあります ※居残り自主練習可

※部活（他競技）との掛け持ちをしている選手も在籍しています

※時期や内容によっては、変更する可能性があります

つくば中央リトルシニアの特色２

身体が成長するこの時期は、練習と同じくらい休養も大切。自主練習を導入することで
自分の課題を自分で考え、主体性をもって取り組むことができるようになります。

全体練習後は自主練習、学習、家族との時間をもつことなど、有意義に使うことが可能で
す。決してお腹いっぱいにはさせず、はやく野球がしたい！という気持ちで野球にのぞむ
ことにつながります。



■子供たちの知的好奇心を大切に
時間的な余裕をもつことによって、野球だけではなく様々なことに興味をもってほ

しいと考えています。思考が「野球だけ」になってしまうことは将来的成長に支障を

およぼします。こども一人ひとりの多様性を受け入れる環境を整備しています。

つくば中央リトルシニアの特色２



■見守る指導・コーチングの実践 型にはめない指導

子どもたちの将来を見据えた指導を行っていきます。

障害予防につとめつつ、指導過多にならないよう、ティーチング

とコーチングを実践してきます。

たとえ身体が小さくても将来必ず力を発揮できるように、基本を指導致しま

す。また、学年が上がるごとに選手たちが主体的に取り組んでいけるようにア

プローチの仕方を変えていきます。指導者の役割は環境づくりと子供達が自

分たちで上達するための習慣を身につけられるように促すこと。

選手は目の前の結果にとらわれずし、ミスを恐れずに思い切ってプレーしてく

ださい。そのチャレンジに賞賛をおくります。（中学生時期の身体成長は±３
歳の差） ※選手全員の機会の均等を目指します。

つくば中央リトルシニアの特色３



■計測器の利用 客観的数値による指導

定期的に計測器の利用を行います。

選手が自分の状態を客観視し、自覚することにより、自分で考え

て練習できるように促します。

つくば中央リトルシニアの特色３

※ラプソードによる打球計測

打球速度・打球角度・飛距離・回転軸

などを計測します。

※ピッチングバージョン導入予定



■父母会・当番はありません

ご家庭により生活スタイルもそれぞれ異なりますし、家族構成も当然違います。

父母会や当番への参加が保護者の方の負担となり、こどもたちが野球から離

れていくことは残念でなりません。

野球の普及と子どもの成長をを第一に考え、野球に関わる人すべてにとってよ

りよい環境を作っていくことができればと考えています。

保護者の皆様とは、子どもの成長を見据え、コミュニケーションをとっていきます。

大人も含め「野球嫌いを出さない事」

野球の未来の普及に欠かせないことです。

つくば中央リトルシニアの特色４



■協力可能な方のみ、ご協力いただいております

平日・休日ともに当番はありません

■父 練習試合の審判員 ※選手塁審制度を導入しています

■母 大会のアナウンス

４月末〜９月末まで、各自氷を作って持参していただいております。

保護者の協力について



■選手のコンディションづくり

年に１度のメディカルチェックを行います

怪我が野球をやめることのきっかけになることもあります。

また、医療機関の協力を得て、選手のコンディションを

確認しています。怪我の予防には最大限努めていきます。

つくば竹園整骨院様の協力によりトレーナーに来ていただき、

トレーニング指導を行っています。自分の体を上手く使える

ようになると、プレー向上にも繋がり怪我をしにくい体になります。

※令和元年度〜 移動型MRIにて肘検診を行うことにより、
傷害の早期発見につとめています。

つくば中央リトルシニアの特色５



◼グラウンド開放事業・つくばフューチャーズ

目的は５年後、１０年後にむけて普及活動を進めていくこと。思い切りボールを

打ったりキャッチボールをしたり、こどもたちが思う存分遊べる場所（公園）の提

供です。安全に気をつけながら思いっきり楽しんでほしいと思います。

※毎週水・金はグラウンド開放事業、土曜日はつくばフューチャーズが活動して

おり、普及事業をすすめています。

つくば中央リトルシニアの特色６

※詳細はホームページよりご確認ください。



■食事トレーニングは行いません

消費エネルギーに対し、摂取エネルギーが上回ることは成長期に欠かせないこ

と。反対に炭水化物の過剰摂取は、脂肪過多になり、成長ホルモンの分泌を抑

制することにつながり、早熟傾向を強めることにつながります。こどもたち各々の

成長に伴って身体が大きくなっていけば良いと私たちは考えます。

※三食バランスよく食べましょう

※補食が必要な場合は各自持参してください

食事の取り組み



■投球制限目安

１年生 １試合３０球〜５０球 ブルペン練習３０球

２年生 １試合５０球〜７０球 ブルペン練習４０球

３年生 １試合８０球 ブルペン練習５０球

※投球距離も成長度合いにあわせて制限をしています。

※中学硬式野球ガイドラインに従います。

投球過多も傷害の要因に挙げられますが、柔軟性の欠如や機能面（動作・

フォーム）の問題も大きな原因となります。

※平日はバッティング練習やトレーニングが中心のため基本的には週末のみ投球となります。

そのため投球数は抑えられるようにしています。

投球制限



■つくば中央リトルシニア専用グラウンド

屋根付きバッティングゲージ8箇所・ブルペン４箇所
ティー打撃８箇所・内野天然芝練習場・壁当て・水道・トイレあり

■茎崎高校グラウンド

主に練習試合を行います。

学校敷地内のため喫煙は禁止となっており、

保護者の方の観戦場所は決まっています。

設備



練習設備（専用G）



■様々な方面での活躍を期待しています。

チームを巣立った子どもたちの活躍はとても嬉しい

ものです。それぞれ高校や大学、社会に出てからの

活躍を心より祈っています。

私たちはこどもたちがいつでも戻ってくることができる

クラブであり続けることを目標としています

結果や評価はこどもたちが社会に出て、数年後に形になって現れると思います。

社会で主体的に、創造力豊かに活躍してくれることを期待しています。

こどもたちの活躍



■入会金・会費

・入会金 10,000円（初回のみ）

・月会費 13,000円（兄弟姉妹がチームに所属している期間は5,000円）

・年会費 10,000円/年（途中入会者は月割り）

※その他の出費、父母会費は原則ございません。

（例外：合宿費用等）

※在籍期間（会費発生期間）は中学３年1０月末までです。

※３年生は１０月以降の参加は自由となります。

費用



■入団後にご購入いただくもの[参考価格]
・試合用ユニフォーム（上） [8,700円]
・試合用帽子 [3,200円]
・練習用Tシャツ（上／練習試合兼用） [4,200円]
・フリースパーカー [8,200円]
・グラウンドコート [11,600円]*
・ベースボールバック（リュック） [10,500円]*
・ヘルメット（2020年より [7,500円]
*任意購入

■各自ご購入いただくもの
・硬式用グローブ
・試合用ストッキング（ネイビー、かかと付き推奨）
・アップシューズ（白色、マジックテープタイプ推奨）
・スパイク（白×ネイビーライン、ローカット推奨）

■保護者購入物 なし

購入物



■交流リーグ戦の開催

こどもたちに公式戦に出場する機会を自らつくりたいと考えています。負けたら終わり

のトーナメントではなかなか出場機会を得ることが困難です。主催リーグ戦で公式戦

への出場経験を積んでもらいます。

■お弁当注文制度

保護者の方の負担減を目的に、お弁当の注文を受け付けています。この取り組みも

野球の普及につながっています。

■練習試合の機会均等化

練習試合での機会均等を目指します。

※怪我や練習態度などによって致し方ない場合もあります。

■育成リーグ戦の開催

チーム内を学年ごとに分けてリーグ戦を行います。出場機会を均等にし、

チャレンジする機会をつくっています。

現在行っている取り組み



■野球以外の思い出作り

仲間との思い出をたくさん作ってほしいと思います。

プール・海水浴など、友達と思い出をつくります。

※ ２０２０年以降 他団体と協力し、L.A遠征を企画しています。

現在行っている取り組み



■送迎バスの運行

送迎バスを運行しています

土浦駅→荒川沖駅→ひたち野牛久駅→つくばイオン→グラウンド

みらい平駅→万博記念公園→研究学園駅→グラウンド

■法人格（一般社団法人）での運営

２０１９年法人格を取得。社会や地域に対し、責任と義務の所在

を明確にし、活動しています。野球のクラブチームとしてのあり

方を社会に発信していくことが目的のひとつ。野球普及モデル

構築が法人の目的です。

現在行っている取り組み



■２０１８年 専用グラウンドの天然芝化を行いました。

こどもたちにとにかく「楽しく」「気持ち良く」プレーをしてほしい。

こどもたちの成長のために、活動しやすい施設環境を整えていきます。

短時間で効率よく活動することも施設整備の目的のひとつです。

■バッティングゲージ屋根完成(２０１９年)
■奥広場環境整備

その他取り組み（施設面）



■理念に共感いただき、一緒に野球を楽しめる仲間を待っています。

野球が大好きな人・野球が上手になりたい人

「Player’s action」にあるエンジョイベースボールおよび
スポーツマンシップの理解に共感いただける方

○初心者・兼部全く問題ありません。

私たちからのお願い 「子どもの意志を尊重してあげてください。」

本人は野球がやりたくないが・・・ どうしてもこどもに「野球をやってほしい」 ×

どうしても高校野球をやっている姿が見たい ×

たくさんの仲間を待っています



つくば中央リトルシニアでは新入部員練習見学および

体験を随時行っております。個人・チーム単位でも構い

ません、是非グランドで練習風景を見てください。

つくば中央リトルシニアの取り組みを目で見て、体験して、

感じていただければ幸いです。

＜問合せ先＞

０８０-４１７７-０２９８
tsukuba.central.senior@gmail.com

練習見学・体験について


