
クラブ野球リーグ構築5力年計画に関する意見雷

リーグ徽試合日程の作虞 雷蠣員の義優 配慮鼻の徽優

当離チームの持ち讐l
することも可龍である
ラブの靂讐貴重壷奪」
分は最重量で負担ナ
換封．

主重曹に当たってほ、重量

在してlヽ与．メインとなる攣嶋

○嘉島、奮た、亀犠牲や日程
に合わせた尊嶋の鶴亀が島
貫．　　　　　　　換瞥
●礪；曇年度の幹事チーム、
霊場折、債用手配、韓嶋優用
鶉の集札支払い手縫き

靂手嶋とは区別して自主霊讐
リーグ音義り入れる．2試合義
当りを希量する量鼻が事象で
あったが、1試合義貞りでも16
日間が島貫であ臥曾義．各
チームの彙情を■董し異体薫
とナる島貫あり．

新▲雷蠣員に加えて各クラブ
チームから代貴著が島雷．鼻
暮t主義の雷蠣徽讐彙（年8

自業船に彙蓼させレベル丁ツ
ブ看『与．当面は鼻量1所鼻
雷蠣鼻電中心にして真義とする
が群集的にはクラブチ「ム鼻
出の雷蠣鼻手メインに奪えた
い●

Ln鴫．翼状、霊場の手配
仕．鼻暮曇が■し込み、代豪
雪が■霊曇義に出よし日馨の
義曇が出棄ており、書大会〇
日尊も決定している．欺虞の騨
霊が雷く新たに難儀音義優す
ることは轟しい．

韓嶋の徽優、雷嘱．アナウン
ス．カウント、紀嵐ボール給
い．ボール、ロージン．カサブ等
の手配は岨こより行って
おり、クラブチームとして日義
の作成に比良傷が捨てない○
ではないか．

嘉、攣雷だけで曇雷は
チャムより出させてもよいと考
えているので娃ないか．

当しており、同量な欝と受け取
れる．

合って試合をすると
ようである．

チームにより負担の∃
異なるが、2試合1タ
も30ダース必蔓とな
ムあたりの負担は3づ
蝿で4万円匿ど．fd
ボールの使用という；
てもチーム負担嶋と1

ら、覆簾を糟ることか
思われる．

○公式戦〇日篭を雷みる チーム080雷電員はほ

（丁）1試合1ダース：
し、再チームが羊ダ
す．

徽当りとしても56賦台、1日2
－3試合を2つの会嶋で実篤し

ても10量が島賽である．一方
で礪式韓を使用できる攣嶋を
土日で鋼さえることは不可能．

千日であれば冒龍であるが、
蓋に鼻手が集まれない．

と的10遭－20量音義優しな
ればならない．チーム〇着1上
り会場○■合に合わせた鯵で
の競合日程作成になってしま
う．

とんどlヽない．今稟皿こ量■し

ている雷覇鼻が上記日程に全
て合わせると負担が集中する．
書簡にある雷鞘尊との重義が
島貫．

利のマネージャーが担当してい
るが、¢名ほどのメンバーであ
り．リーーグ鴨を加えると負担が
集中する．

チーム儀は2試合

○トサブに韓嶋の徽曇を事げて

○出集る市警韓嶋を徽優す
る．（イ）島内の全霊チームの
グランド手慣用する．（J托．欝
日義）（ウ〉鼻野韓重量が公青
嶋嶋を義最する．鼠上で年間
どこまで竃嶋を鶴亀できるかが
ポイントである．

当りを希量しているが、韓日で
しか績めなしq惰書考慮する
尊嶋を手配の上、（丁〉鷺7
▲による1試合義当り21試合

でスタートが覆臭的．（1日8試
合7日間〉

千霊鳥野球重量には20名の
雷蠣員がおり．数的に仕闊轟
はないが縫貴番手青よし、（丁）
攣雷を最重量の雷蠣員、（イ）
曇雷は各チームで．

できるマネージャーがいない．
（丁）各チームマネージャ」こ
対する慎曹会を実施し．魯クラ
ブチーム内で暮優する方向と

する．

原劇的に再チ一・ムl：

ち響りが暮本である
り斬ヰ・幕生球を攣1
ムの負担軽減書中て

全く鴨チーム代轟看）にお
曇事薔烏において鳥肉書糠嶋
■霊妻鼻象におき、亀甲傷団
体との日程■義のうえ年間鎮
定意みる．

いて全チーム●加の元日覆作
虞し轟出．

づき、雷覇書に雷
鱒．胃鴨において翻り当て
し遍主する．

協会において霊威作成し逢遵
する．

人で出し合ってもよい ムマネージャーが記録

uヽ．生霊チームの主柱や休
日峰に利用させていただきた
い．

で考えている．1月－11月で行

うのがベスト．

が、縫責は分担することとして

重量に液量をお雷いすも．
し、暮春烏で集鮒． ち出す．（計之ダース

1賦合義当り（7チーム一合

対すa嘗力、市町村の公讐韓
嶋轍鮒こ対する支雛をお雷い
したい．

21賦合●1日胡試合●7日間I

集、各リーグ上位乏チ一・人で決
轟トーナメント（4チーム■さ試
合●1日）集

之雷、車たはさ雷での液量壬貫

貫麓曇にお鼻いすも．手た、曇
雷は軟式1曇雷覇員にも協力
を纂璃する．

ムで必ず1名を畢傷ナ
与．（リーグ●加責櫓として正し
くスコアを記入できるチームで

あることが望ましい．I

が新尊者凧量する．
隷量は雷鋼にゆだ

l杖合lダース以下l

爾チームで鼠含ヰ1
も．また、大会など
ボールを幕翳1用すj

チームの持ち薔り（
つ）

たいが、翼状では徽優が難し
い．韓嶋使用鶉も抑えて○竃
貴はさらに難しくなる．萬畿・大
手○グランド書簡用す与れば、
自主靂讐リーグ疇真義の可触
性は出てくる．但し、休日の償
用が鴨農される曇れもある．ク
ラブチーム儀として奪嶋義優に
封する嘗曇かくヮクアップをお
1いしたい．

うが、当初は嘗会の力が島貫
である．鷺状の大会日程は、1
月に鼻大食、4月・5月に義市
対抗1欺、4月に足利大義、5月
に析鶉大会、l月に義市対抗王
女、l月に日本靂手嶋t次、l月
に日本遇手義之欺．10月にびわ
こ大会と岬薫クラブ遍手徽と

なっており、日程l伽＝嚢饗があ
る．11月にしか疇間は取れな
い●

含最が増えると雷蠣交遷責が
鼻祖になってくる．蓼輸入蠣
により鮭責1台を少なくした
い●

公式妃最を担当しているので、
公式記最が出来るクラブチー
ムのマネージャーが¶えてきて

いるので竃優できる．車た、今

義も人員増を目線す．

山翼鼻は年度当 に年間予定
が○集まる．蜘日程は無量．
車た，山箕島はグランドが少な

1次、2次．クラブ裏手

糧1次、2次、日本裏手糧1次、
決の合間に実施する．

ヰ雷は杵重量にて義
は魯チームで充てる．

試合のないチームで分担す
る．
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が、曇ク
■し不足
もことも

bて性、 各チーム負担毛足劇
由一iが二1げ－ムlこよる鶴
亀たり鴨を真義uヒ嶋合の義
算霊用吐徽義230万円く16．
0万円／即であ臥チームと
暮量の鼻楓銅含、蒙たチーム
鼻毛の鴨即こついて仕儀量に
韓尉する轟雷あり．

は．■布対抗、クラブ嘉事義、
日本嘉手嶋とは鋼に島主遍鸞
リーグ書稟暮し、レベルアサプ
書『サたい霊肉であり曇チーム
○量雷を雷鳥とする．チームか

ら遍出する霊tスタッフと暮量
スタヲフと曹力して量鷺に亀た

る体疇書換甘する．

看轟奮え、h義霊場○作成に
瞳各クラブチームから華人音量出して
■ゐ上、規約書敷け、t事象1び義金
で貴書する方向で犠甘する．

で出し
Fえている アナウンス、カウント、

示二ん給い尊の嘗カにかかる
蝉札や弁当代など不安に慮っ
ていi．

臭纂する場合、
島貫がある．

：り、1チー

ダース、仝
少傷ついた
ことであっ

なることか
l轟しいと

由虹い．各チームが自己鼻
毛で対応する鼠外に方法は覆
い．各チーム鼻祖がよの程よ
であれば可能か■量が島雷で
ある．雷状、貴需レベルだけで

〇千遍を璃化すもことで精一

杯で糾これ鼠上の大会輪鵬

iくi雪への■わり方．義用鼻
但し鴨も嶋など舞え方に大倉な
1いがある．

法に青い嶋村していく．あくま
で自主遍管を暮本とraので
あれば、各チームの自立維
すことも島蔓になっていく．

していく匿かないと息われ鳥．

臣の使用と
一久書出 使用料10卿円、篇縫責5卿

円で合計20卿円／試合．魯
チームが1鼠含lO卿円負担
重曹したいところである．

主重責を暮本とする．ただし、
当市は■重量かく7クアップ
島貫．（グランド、雷蠣）

んティー）旗徽ある鼠合とすることが大
事．（イ）上位チームには鼻柱大会への
出嶋専

現実胃轟としてチーム

lが、協会よ

儀してチ一

つていも．

壷人納入している．鼠義の讐
曇は全て協会が行っている．

当日のう鷺チーム1ぴ¶■の
チームにて稟纂している．嘗会
は理事尋を狭量し轟需遍菅を
祖乱全体総帥二義たる．

はしていない．
千軌雷蠣員の義貴書性義覆である．は幕
はリーグパンフレヲ脚鐸作成している．）

一スずつ

■〉

「、各チーム
．（ボールの
ねも．）

小一ゲ疇看援助、支覆していた
だける重量、企纂、地方団体電
欝曇する．

幕姥投立して重富していくの
が蔓ましい．

内規有蓋用する．コールドゲーム、鷺貴
職、サスペンデッド響、クラブリーグ特別
ルールの暮用も奪える．

に抑える．
書負担ナ
で使用した
る．

（半ダースす

食糧、雷覇員弁当代などの縫
貴慮少なく出薫れば可能．例え
ば、雷鞘の2人儀、萬畿・大事
のグランド使用．鴨大会で優用
したポールの幕利用など．

ある．今義仕事をリタイヤした
方の鶉助が必蔓になってくる．

イドには傭向き覆土鼻があるが、蔓讐
サイド（量雷・マネージャー・コ一列から
隆義しい雷鳥が養い．日篭的にも畦霊
的にも界雷に霊しいので貴行｝虞の中
で●加していきたい．試合義が少なIや
貞己もクラブがあるが、やは机上に義
がって1ヽる霊峰のある大義ヨ穐してい

るので今のままがよいと奪える．賦舌義
が少ないチームはオーブン徽尊書増や
してレベル書上げることでリーグ『懇行
うより縫責鼻遇はかからない．リーグ戦
は、雷蠣縫責、韓場鴨用鶉、賦合鶉雫
の負担がそのまま魯クラブチームにか
かるとよう．

nlる外書団体から鳥肉のクラブチームを対
象にした大童｛徽○暮向があるため．その臭
嘉と戚功にカモ注ぎたい．クラブチームの雷
とと引こ絶嶋○手傷や畢生たちに野ヰ徽重や
鼠含意諷じて牧童入野攣書もっとほしいこと．
プロ野韓とは嘉った社会人野糠の繕つその嘉
劇さ、野鴨に封する技零はもちろん生曇ス
ポーツとしての野糠を知もことで得業の日事と
合わせて野鶴の豪嶋らしさ監事んで匿しいと
いう専えの下地蠣貫義をしていきたいというも
の．そして．鴨集的には禰豪州鳥肉の生霊
チーム綿挿し、アマチュアt嘉レベルの野
隷書特集を遇う子供たちに町並で見せたいと
いうも0．

各チームで
からの支鐘があ賽．

か辟貢ぎ1


