
東村山中央ボーイズ東村山中央ボーイズ

第18期生
選手募集
第18期生
選手募集

18名

代表：若林 090-1733-0612 
監督：松岡 090-3235-8013 

チーム概要説明会
令和5年1月9日（祝） 
令和5年1月29日（日） 
令和5年2月12日（日） 

見学・体験練習会
令和4年10月～　随時、見学・体験可能
※参加希望者は、事前に代表（若林）又は監督（松岡）までお申し込み下さい

問合せ先

※定数になり次第、募集終了となります

募集期間

令和4年12月～ 随時受付
QRコードを
読み取ると
簡単にメールが
送れます。E-mail:tak-wakabayashi@i.softbank.jp

※その他ご不明な点は、代表（若林）までお問い合わせください。

第1回

第2回

第3回

日程は変更になる場合があります。
定員になり次第、募集終了となります。
ホームページからも申込み受付中です。
ご都合が合わない場合はご相談ください。

最新情報・
詳細は

ホームページを
ご確認ください。



●チーム概要
【名称】 【練習環境】主な使用グランド 東村山中央ボーイズ（硬式中学部）

【所属】 公益財団法人 日本少年野球連盟
東日本ブロック 東京都西支部（中学部）

【代表】 若林 孝之　　【監督】 松岡 昌一

【球団事務局】　〒189-0013
東京都東村山市栄町1-26-3-407

【ホームページ】　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.higashimurayamachuo-boys.com

主な戦歴一覧
●全国選手権大会（夏）出場 2回　●全国春季大会出場6回 最高成績ベスト16
●ジャイアンツカップ出場　●東日本選抜大会出場7回 最高成績ベスト4
●関東大会出場8回 最高成績 準優勝　●東京都西支部（春・秋）優勝12回

●東京都西支部一年生大会 優勝7回
期生（卒団年） 大会名 成績
15期生 西支部1年生大会 優勝

八王子市長旗 優勝
西支部秋季大会 優勝
本庄市長杯大会 ３位
春季全国大会西支部予選 優勝
春季全国大会出場 ベスト16
西支部春季大会 優勝
関東ボーイズ大会 ベスト８
関東・東北選抜大会西支部予選 優勝
西東京大会 準優勝
東北選抜大会 準優勝

14期生 西支部1年生大会 優勝
2021年12月卒団 東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得

西東京大会 優勝
13期生 西支部1年生大会 準優勝
2020年12月卒団 八王子市長旗 ベスト４

東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得
東日本選抜大会出場 大会中止
春季全国大会西支部予選 優勝
春季全国大会出場 大会中止
選手権大会支部予選 準優勝
関東大会西支部予選 代表権獲得
関東大会出場 大会中止
銚子交流大会 準優勝
長野市長旗大会 優勝
送別西支部大会 優勝
西東京大会 優勝

12期生 西支部1年生大会 優勝
2019年12月卒団 ニッセイカップ ベスト４

八王子市長旗 準優勝
東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得
東日本選抜大会 ベスト４
春季全国大会西支部予選 優勝
春季全国大会出場 ベスト１６
西支部春季大会 優勝
関東大会西支部予選 代表権獲得

11期生 西支部1年生大会 優勝2018年
2018年12月卒団 ニッセイカップ ベスト４

小山市長杯 準優勝
東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得
西支部秋季大会 優勝
春季全国大会西支部予選 優勝
春季全国大会出場 初戦敗退
西支部春季大会 優勝
関東大会西支部予選 代表権獲得
関東大会出場 ベスト４

10期生 八王子市長旗 優勝
2017年12月卒団 西支部秋季大会 優勝

西支部春季大会 優勝
関東大会西支部予選 代表権獲得

期生（卒団年） 大会名 成績
9期生 西支部秋季大会 優勝
2016年12月卒団 春季全国大会西支部予選 優勝

春季全国大会出場 初戦敗退
西支部春季大会 優勝

8期生 西支部1年生大会 優勝
2015年12月卒団 東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得

春季全国大会西支部予選 準優勝
7期生 西支部秋季大会 準優勝
2014年12月卒団 選手権大会西支部予選 準優勝

関東大会西支部予選 代表権獲得
関東大会出場 準優勝

6期生 八王子市長旗 準優勝
2013年12月卒団 東日本選抜大会西支部予選 代表権獲得

東日本選抜大会 ベスト１６
西支部秋季大会 優勝
春季全国大会西支部予選 準優勝
西支部春季大会 優勝
全国選手権大会西支部予選 優勝
全国選手権大会出場 初戦敗退

5期生 西支部1年生大会 準優勝2012年
2012年12月卒団 八王子市長旗 優勝

西支部春季大会 準優勝
関東ボーイズ大会 ベスト４
選手権大会西支部予選 準優勝
ジャイアンツカップ西支部予選 優勝
ジャイアンツカップ関東予選 優勝
ジャイアンツカップ全国大会出場 初戦敗退
関東大会西支部予選 代表権獲得
関東大会出場 ベスト４
山静地区３年生送別大会 優勝

4期生 西支部1年生大会 優勝
2011年12月卒団 東日本選抜大会支部予選 代表権獲得

東日本選抜大会 ベスト８
西支部秋季大会 準優勝
春季全国大会西支部予選 優勝
春季全国大会出場 大会中止
選手権大会西支部予選 準優勝
関東大会西支部予選 代表権獲得
関東大会出場 準優勝

3期生 八王子市長旗 優勝
2010年12月卒団 春季全国大会西支部予選 準優勝

関東ボーイズ大会 ベスト１６
全国選手権大会西支部予選 優勝
全国選手権大会出場 初戦敗退

2期生 西支部1年生大会 優勝
2009年12月卒団 春季全国大会西支部予選 準優勝
1期生 

西支部春季大会 優勝
2008年12月卒団

東村山中央ボーイズ　　 検 索

嵐山グランド／鶴ヶ島練習場
埼玉県立日高高等学校／埼玉県立豊岡高等学校
埼玉県立狭山経済高等学校
埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校
国立障害者リハビリテーションセンター
株式会社ワイエム紙販
埼玉県立坂戸西高等学校（旧毛呂山高校グラウンド）




