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アカデミーウェア・キャップ
ライオンズアカデミーの練習着はライオンズの選手と同じ
マジェスティックの限定デザイン！
機能性にもこだわっているのでアカデミーの
レッスン中はもちろん、
トレーニングにも使える
ウェア&キャップです。
※2022年度新規ご入会の方は必ずご購入いただいております。
※ウェアのサイズは[110cm〜150cm、S〜XL]サイズまで、キャップは[S、M、L]サイズを用意しております。
※ウェア・キャップのサイズは、マジェスティックのおとな・こども共通サイズです。
※背中に個人ネームが入ります。ウェアサイズによりネームの大きさが異なります。
※アカデミー入会が決定した方のみオーダーいたします。お申込み後のサイズ変更、
ネーム変更および返品はお断りいたします。
※注文からお渡しまでは1〜2ヶ月ほどかかります。
※イラストはイメージです。

よくあるお問合せ
Ｑ 野球をやったことがありません。入会しても練習についていけ
ますか？

Ｑ ボールは何を使用しますか？
Ａ 基 本は少 年 軟 式 球Ｊ／Ｍ号を使 用 いたしますが、学 年・クラス

Ａ 初心者から上級者まで幅広く対応できる指導を行ってまいります。
小学生のうちは野球の楽しさを覚え、間違えのない基礎動作を

ならびに練 習 内 容によりティーボール・スポンジボールなどを
使用いたします。中学硬式クラスは硬式球を使用いたします。

することが上達の道です。経験豊かなコーチにお任せください。
Ｑ ユニフォームや野球用具は何を用意すれば良いですか？
Ｑ 女の子でも入会できますか？
Ａ はい。入会できます。最近は少年野球チームでも女の子が元気に
プレーしています。男女隔てなく指導いたします。

Ａ アカデミーウェア・キャップ以外は指定の物はございませんので、
動きやす い 格 好でご参 加ください 。ユニフォームが無 い 方は、
ジャージでも結構です。グローブは各自ご用意ください。バット
はお持ちの方のみご持参ください。アカデミーのバットがありま

Ｑ 保護者の当番制はありますか？また、必ず親が同伴・送り迎えを

すのでお持ちでない方はそちらをご使用ください。

しなければいけませんか？
Ａ いいえ、保護者の当番制はございません。
また、同伴・送り迎えも

Ｑ 現在、中学野球で軟式球を使用してプレーしていますが、中学

強制ではありません。但し、通学は各家庭で責任を持ってご指導

硬式クラスに入学できますか？ また、中学硬式クラスの練習に

ください。
また、万が一練習中にケガ・病気などが発生した場合は、
ご登録いただいた保護者さまにご連絡させていただきます。

ついていけますか？
Ａ 軟式から硬式への移行に向けた技術習得の場として安心して、
ご 参 加ください 。アカデミー 生をグル ープに分け 、アカデミー
コーチがケガに注 意をしながら、基 本 練 習を中 心にレッスンを
行います。

アカデミー生・保護者さまの声
アドバンスクラス6年 渡部 公耀くん
ライオンズの応援に行った時、
トレーニングセンターで練習する選手
の姿がありました。僕は、
「プロ野球選手と同じ練習環境でやってみた
い。もっと野球がうまくなりたい」
と思い、両親にアカデミーに入りたい
と頼みました。両親は、すぐにオッケーしてくれました。自分の所属す
るチームとはまた違ったユニークで楽しい練習がありました。マシー
ンを使ってのバッティング練習は、プロ野球選手と同じ練習をしてい
るのかと気持ちが高まりました。メンタルビジョンや体幹トレーニング
などは、将来に向けた充実した練習になりました。一番心に残ってい
るのは、
コーチに「捕ってから送球が安定してきたな。」
と褒められたこ
とです。アカデミーで教えてもらったことを大切に、中学でも野球を頑
張ります。
渡部 公耀くんのお父さん・お母さん
息子の夢は、プロ野球選手になり、活躍することです。そんな夢を応
援したい私たちは、
「ライオンズアカデミーがあるじゃないか。」と声を
合わせました。クラスに入ってからは、
レッスン日を待ち遠しくしている息子の姿がありました。それもそのはずです。ライオンズOBのコーチ
に野球を教えてもらうのはもちろんですが、野球が大好きな仲間たちとの出会いや野球をする上での姿勢など、野球を通して、多くの財産を
いただいたからです。
コーチの温かい言葉がけや具体的なアドバイスは、息子の心に強く残ったと思います。アカデミーでの経験は、息子の夢
に一歩近づくことができたと感謝の気持ちでいっぱいです。
写真提供：オールスポーツコミュニティ

お問 合せ

TEL
Eメール

電話とメールにてお問合せを承ります。お気軽にお問合せください。

ライオンズアカデミー

0570-01-1950 ［平日10：00〜18：00 土・日・祝は除く］
academy@seibulions.co.jp

検索
©SEIBU Lions

詳しくは
こちら

ライオンズアカデミーの特徴
Point1

コーチは全員ライオンズOB！

昨年度に引き続き、所沢、大宮、狭山、朝霞、飯能校の全5会場で開校します。各会場照明完備なので、夜間もレッスンを行えます。

新任

京都府

出身地
ポジション・投/打

鬼﨑 裕司

佐賀県

出身地

内野手・右投/左打

ポジション・投/打

1988年11月16日

原 拓也

1988年11月16日

ポジション・投/打

出身地

投手・左投/左打

ポジション・投/打

コーチからのコメント

髙橋 朋己

（みやた かずき）

（たかはし ともみ）

内野手・右投/左打

野球の楽しさだけでなく、技術面や精神面などで
もしっかり伝えていきたいと思います。

生年月日

静岡県

出身地

一 つ 一 つ のプレーの 意 味を理 解できるようにサ
ポートしていきたいと思います。

神奈川県

自分の経験を生かしてどうやったら野球が楽しくな
るか上手くなるかこどもたちに伝えていきたいと
思います。

金子 一輝

野球の面白さや練習の大切さなどを伝えられるよ
うにレッスンを行いたいと思います。

（かねこ かずき）

レギュラークラス56（所沢校：火・木・金曜日、狭山校、朝霞校、飯能校、大宮校）
レベルに合わせた指導で、基本動作の習得と試合に生かす技術を学びます！

野球の基本動作習得を目指し、それぞれの動きを分解したメニューを主に行うクラスです。柔らかいボール、
バットの活用や、簡単なルールで行えるゲームを通じて、軟式球での野球につなげていきます。野球を始めた
ばかりというお子さまにお勧めです。

キッズクラス（朝霞校、飯能校、大宮校）
野球遊びを通じて、運動の楽しさを体験できます！

小 学 ５・６年 生

小 学 １・２年 生

レギュラークラス12（所沢校：月・木・金曜日）
レベルに合わせた指導で、基本動作を学びます！

月謝：6,000円

月謝：6,000円

定員：30名

定員：24名

定員：24名

定員：21名

定員：21名

定員：21名

17：25〜18：55

NEW

4

17：30〜19：10

17：00〜18：00

18：00〜19：20

18：00〜19：20

17：25〜18：55

17：25〜18：55

17：25〜18：55

アドバンス4

プレイボール

レギュラー34

レギュラー34

レギュラー34

レギュラー34

レギュラー34

レギュラー34

月謝：17,000円

月謝：8,000円

月謝：11,000円

月謝：11,000円

月謝：10,000円

月謝：10,000円

月謝：10,000円

月謝：10,000円

定員：30名

定員：24名

定員：27名

定員：27名

定員：24名

定員：24名

定員：24名

定員：24名

19：20〜21：00

19：20〜21：00

19：00〜20：40

19：00〜20：40

19：00〜20：40

19：00〜20：40

17：10〜19：00
アドバンス５
月謝：19,000円
定員：30名

18：00〜19：40
レギュラー56

レギュラー56

レギュラー56

レギュラー56

レギュラー56

レギュラー56

レギュラー56

月謝：14,000円

月謝：14,000円

月謝：14,000円

月謝：11,000円

月謝：11,000円

月謝：11,000円

月謝：11,000円

定員：27名

定員：27名

定員：24名

定員：24名

定員：24名

定員：24名

定員：27名

19：00〜21：00
アドバンス６

1
3

19：15〜21：00

19：40〜21：20

中学硬式

中学軟式

月謝：21,000円

月謝：15,000円

定員：25名

定員：27名

月謝：21,000円
定員：30名
※狭山校は月曜日に
変更になりました

レベルに合わせた指導で、基本動作と応用できるヒントを学びます！

次のステージでの活躍を目標に、さらなるレベルアップを目指す！

小 学 ３・４年 生

これから野球をはじめる子やはじめたばかりの子が、楽しく野球をすることで野球の基礎を学び、野球をもっと
好きになってもらうための初心者向けクラスです。やわらかいボールで野球に触れながら、基本動作を習得し
軟式ボールでのプレイに繋げます。

アドバンスクラス4（所沢校：月曜日） NEW
さらなるレベルアップを目指し、野球選手として必要な意識と礼儀を身につけ、
より高いレベルの技術を習得し、
夢の実現を目指します。
※入会テストがございます。詳しくは埼玉西武ライオンズのオフィシャルサイトをご覧ください。

中 学 １〜３年 生

中学硬式クラス（所沢校：月曜日）

プレイボールクラス（所沢校：火曜日）

※飯能校は水曜日に
変更になりました

（税込）

会場

※やむを得ない理由により、記載の会場以外でレッスンを行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

● 所沢校

● 大宮校

ライオンズ トレーニングセンター 所沢市上山口2135

県営大宮球場 さいたま市大宮区高鼻町4-9
JR「大宮駅」東口から徒歩約20分/東武野田線「大宮公園駅」
から
徒歩約10分

ライオンズの試合日や大型イベントの開催日にはアカデミー
での駐車場利用ができません。可能な限り公共交通機関での
来場にご協力ください。

※大宮公園内の駐車場をご利用いただけます。
（有料）

さいたま市営大宮球場 さいたま市大宮区寿能町2-519
東武野田線「大宮公園駅」から徒歩約10分/「 大和田駅」から徒歩
約20分
※施設内の駐車場をご利用いただけます。
（無料）
（後援：さいたま市）

● 狭山校

● 朝霞校

新狭山公園野球場
狭山市新狭山1-4

北朝霞公園野球場
朝霞市北原1-3

西武新宿線「新狭山
駅」
から徒歩約20分

東武東上線
「朝霞台駅」/
JR武蔵野線「北朝霞駅」から徒歩
約10分

各種費用

● 飯能校
飯能市民球場
飯能市大字阿須812-3
（阿須運動公園内）
西武池袋線「元加治駅」から徒歩
約15分/
「仏子駅」
から徒歩約20分

※施設内の駐車場をご利用いただけます（無料）
。
※内間木公園ソフトボール場を使用する場合が
ございます。
朝霞市大字上内間木518-3
（後援：朝霞市教育委員会）

※隣接の体育館を使用する場合がございます。
。
※施設内の駐車場をご利用いただけます（無料）
（後援：飯能市）

※価格は全て税込表示です。
※お支払いはクレジットカードのみとなります。
（ VISA・Master・JCB・Diners Club・AMEXと提携しているカードのみ可）

アドバンスクラス５/６（所沢校：水曜日）

レギュラークラス34（所沢校：木・金曜日、狭山校、朝霞校、飯能校、大宮校）

夢の実現に向け、さらなるレベルアップを目指す！

キッズ

月謝：6,000円

・１カ月あたりのレッスン回数は、各会場の都合や天候などの理由により偏りが生じます。
レッスン回数が異なる場合でも月謝は同額となります。
・年間のレッスン回数は、止む負えない理由により、予定に満たない場合がございます。その際は、曜日・会場を変更してレッスンを行うなど、可能な限り開講回数が確保できるようにいたしますが、不足の保証は
ございません。
※レッスンスケジュールは、会員管理システムのお知らせ欄にて周知いたします。
※レッスンは、埼玉西武ライオンズの試合開催日も行います。
※同一会員が2クラスに入会することはできません。
※年度途中でも入会受付が可能です。

夢の実現に向け、さらなるレベルアップを目指す！

さらなるレベルアップを目指し、野球選手として必要な意識と礼儀を身につけ、
より高いレベルの技術を習得し、
夢の実現を目指します。
※入会テストがございます。詳しくは埼玉西武ライオンズのオフィシャルサイトをご覧ください。

野球を好きになるきっかけを与え、次のステージへ送り出します！

16:20〜17:20

○所沢校：４月〜３月の期間で3６回（毎月３回程度）
○狭山校・朝霞校・飯能校・大宮校：４月〜11月の期間で18回（毎月２回程度）

「投球」
「 守備」
「 打撃」
「 走塁」など低学年からレベルアップした基本練習を繰り返し行います。技術と共にクラス
での協調性を学び、試合の中でしっかりとプレーできる準備を行うクラスです。
これから野球を始めようと考えており、
まだチームに入っていない方もご入会できます。

柔らかいボールを使用し、遊びの要素とベースボール型スポーツの動きを取り入れたメニュー構成で運動の
楽しさを伝えるクラスです。グローブだけで始められるので、初心者でも安心してご参加いただけます。これ
からスポーツを始めたいというお子さまにお勧めです。
（ 主な使用球：ティーボール）

「投げる」
「 捕る」
「 打つ」
「 走る」の基本練習を中心に、
「 挨拶」
「 返事」
「 人の話を聞くこと」などの心身の育成指導
も行います。正しい動きやルールを学び、試合に出場するまでの準備を中心に指導いたします。これから野球
を始めたいお子さまや、上達したいという方にお勧めです。

3名

月謝：8,000円

※新狭山公園内の駐車場を
ご利用いただけます。
（無料）

はじめればみんなが主役！

3名

月謝：8,000円

1995年5月29日

内野手・右投/右打

3名

月謝：8,000円

神奈川県

コーチからのコメント

3名

キッズ

（はら たくや）

生年月日

投手・左投/左打

1984年5月18日

コーチからのコメント

「 野 球は楽しいよ！」ということを１番に伝えたい
です。

（おにざき ゆうじ）

すべての動きに対してしっかりと意識を持ってもら
い、自分が今何を練習しているかを理解してもらえ
るようにサポートしたいと思います。

生年月日

コーチからのコメント

大阪府

各クラスの特徴 /申込条件

1983年4月7日

生年月日

ポジション・投/打

コーチからのコメント

宮田 和希

（ほしの ともき）

出身地

捕手・右投/右打

星野 智樹

3名

16:20〜17:20

年

（たかぎ ひろゆき）

野球はいろいろな動きがあるスポーツです。一つ
一つの動きがわかるように伝えていきたいと思い
ます。

生年月日

野球の技術向上はもちろんですが、まずは第一に
野球の楽しさ を知ってもらいたいと思っています。

投手・左投/左打

コーチからのコメント

木

キッズ

年

（よしみ たいち）

ポジション・投/打

水

16:20〜17:20

3

〜 年

中学生

高木 浩之

コーチからのコメント

吉見 太一

内野手・右投/左打

コーチからのコメント

1977年7月29日
三重県

火

レギュラー12

年

ポジション・投/打

出身地

月

17：00〜18：00

年

ポジション・投/打

ただ練習するのではなく、個々が考えながら練習
するようにサポートしていきたいと思います。考え
ながら身についたことは簡単には忘れません。

出身地

生年月日

愛知県

出身地

投手・右投/右打

1980年7月23日

1972年10月14日

生年月日

金

レギュラー12

年

新任

東京都

コーチからのコメント

生年月日

3名

6

2022年からはライオンズで選手として活躍した高木浩之コーチと鬼﨑裕司コーチが加わりました。各クラスではレッスンごとに3名程度（所沢校月曜日と水曜日は５名
程度）のコーチが指導にあたります。

（いしい たけひろ）

4〜5名

6

※各レッスンのコーチメンバーは当日発表となります。
※都合によりコーチの人数が増減する場合がございます。※各校・曜日について、それぞれ担当のコーチを中心に指導にあたります。

ポジション・投/打

3名

5

会場周辺にお住いの方はもちろん、様々な地域から通われる方もいらっしゃいます。
アカデミーに通いながら、自分が所属するチームや学校以外のお友だちが自然と増えていきます。

1964年10月25日

4〜5名

5

野球を通じてお友だちの輪が広がる

出身地

木

大宮校

17：00〜18：00

4

ライオンズアカデミーではお茶当番などのお仕事はございません。お気軽にお子さまの練習を見学できます。

生年月日

水

飯能校

レギュラー12

年

保護者の当番制なし

火

朝霞校

16：30〜17：30

2

埼玉県内5会場で開校

月

狭山校

NEW

1

レベルアップのための技術だけでなく、お子さま向けプログラムの指導経験も豊富なコーチ陣が、野球の楽しさを伝えながら、基本から応用まで的確な指
導を行います。2022年度からはライオンズで内野手として活躍した高木浩之コーチと鬼﨑裕司コーチが新たに加わりました。

コーチ紹介

石井 丈裕

コーチ

小学生

Point5

小学1年生から中学3年生までのクラスをご用意。
こどもたちのレベルに合わせた技術習得や能力向上を目指し、健全育成の観点から体力強化やメンタ
ル面に至るまで、幅広く指導いたします。野球をこれから始める子も、
もっと上手くなりたい子もみんなが主役になれるスクールです。

年

Point4

所沢校

年

Point3

はじめればみんなが主役！ 男女を問わず参加できるクラスを設置

年

Point2

各クラス2022年4月より開校!!

開講クラス/ 受講料

高校などで硬式野球を始める前の準備として基礎的な知識や技術の習得を目指します。基本から応用までの
練習とともに、体力強化のメニューも織込みながら指導します。高校でも野球を続けたいと考えている方にお
勧めです。 申込条件：野球チーム・スクールなどで野球経験のある方

中学軟式野球の基礎的な知識や技術を学び、試合に生かせるプレーの習得を目指すクラスです。野球経験者、
中学校から野球を始める方にも幅広く対応できるクラスです。

※野球経験・男女問わずどなたでもお申込み可能です。ただし「アドバンスクラス」には入会テストを、
「中学硬式クラス」にはお申込み条件を設けております。
※ケガなどのリスクを考慮してコーチと相談のうえ、
クラスを変更していただく場合がございます。
※各クラス定員を定めておりますので、抽選またはお申込みいただけない場合がございます。
※レッスンで使用するボールは「ナガセケンコー株式会社」の製品を使用しています。

アカデミーウェア・キャップ代

11,000円/年

11,000円

※入会時期に関わらず全額のお支払いとなります。
※スポーツ安全保険代を含みます。

※新規の方はみなさまご購入いただきます。
※継続の方はご希望によりご購入いただけます。

入会方法

中学軟式クラス（所沢校：火曜日）
レベルに合わせた指導で、基本から応用まで幅広く学びます！

年会費 各校共通

ライオンズアカデミーお申込みはＷｅｂで！

1

「ライオンズアカデミー」でweb検索または埼玉西武ライオンズの
オフィシャルサイトよりアクセスしてください。

2

「お申込み・お問合せ」より専用フォームへ進んでください。

3

専用フォームに情報を入力して送信⇒お申込み完了
※後日、academy@seibulions.co.jpよりご案内の連絡をいたします。

クラス別月謝

※ＰＣ又はスマートフォンサイトよりお申込みください。

https://www.seibulions.jp/academy/
スマートフォンをご使用の方は
こちらのQRコードからもアクセスできます

