
野球素人の定義を考える会 サマリー 

2020.1.10 
 

【目標】 
・野球素人の定義の決定 
・規約への落とし込み 
上記、理由を含め、リーグ参加者にリーグ管理人の佐々木さんの口から説明できる状態にす
る。 
 
【議題】（180 分） 
・佐々木：この会議の位置づけ（5 分） 
・理念・課題感の共有（5 分） 
理念 「野球素人が主役になり、かつ素人草野球のテッペンを目指す!」 
課題 

【1】 各リーグで想定する戦力を超えたチームが出現してきたこと。 
【2】 トーナメント戦で未経験者などをベンチに置き、少数精鋭の経験者のみで固

めるチームが出てきたこと。 
【3】 リーグ参加後に高大経験者を多く獲得し、大規模な戦力補強をするチームが

出てきたこと。 
【4】 特にNOBORI リーグにて、初級者が存在せず、または登録のみなどとして

経験者主体のチームを作り始めたチームが出現し、NOBORI リーグがガチ
リーグへと進み始めたこと。 

議題①：「主役となる」とは？（10 分） 
議題②：「野球素人」とは？（35分） 

休憩（10 分） 
議題②：「野球素人」とは？（50分） 
 休憩（10 分） 
議題③：規約への落とし込み（50 分） 
議題④：周知のための施策・今後の動き方まとめ（10 分） 
・閉会の儀（5 分） 
 
【議事録】 
参加者 
佐々木 
夏目、三木、松井、田丸、阿部、末次、増田、竹村、大沼、コロンコ、布井 



 
 
開会宣言 
佐々木 
野球素人やテッペンの部分がバラバラになっている 
コンセプトに沿ってリーグ規約は追加していっている 
ルールがわかってもらえない部分があって不思議だった 
コンセプト通りのルールなのに理解してもらえないのは「野球素人」の定義がバラバラだっ
たためとわかったので、今回は定義をガチっと決めていきたい。 
 
夏目 
今回の話し合いルール 
・チームの強い弱い、年数など関係なくフラットな意見を 
・忌憚のない意見を。意見のぶつかり合いをしましょう。自分のチームの話にしないように。 
 
議題①：「主役となる」とは？（10 分） 
例えば、最終回に逆転する場面で素人がバッターボックスに立てる環境 
経験者がつないだものを素人がバッターボックスに立つ、みたいなのが良い 
打つか打たないかは結果論なので問題ない 
もちろん守備側で関わるのも問題ない。 
素人がベンチに座っている環境はダメ。 
 
野球素人が一人いればOK？ 
相手も含めての野球の試合なので、いくら野球素人が一人いたところでフェアな環境にな
らない。 
自チームと相手チーム含めてフェアに野球素人が活躍する環境 
チームの勝利を優先するか、野球素人の自分が活躍するのを優先するのか 
チームが勝つために出られないのはOKの人がいる場合、無理矢理でることが楽しいのか。 
公式戦は人数が多いからいいや。練習試合だけでいいや。という人もいる。 
例えば、スコアラーは主役じゃないのか、応援するのが主役じゃないのか。 
 
⇒こちらも定義が必要になりそうではあるが、様々な意見があり、時間内にまとまらなかっ
たため、この部分を含んだ新たな問題が発生した場合に別途定義を決める会を発足させる。 
 
議題②：「野球素人」とは？（35 分） 
 



野球素人ってなんだ。 
10 人見たら 7人が素人と思ったら素人 
 
経験、年数（やっている年数 or離れてからの年数）＋成績？ 
 
過去を見るのか⇒経験、今を見るのか⇒成績 
成績で決めるのであればスコアが難しい 
 
素人の中でも基準をわける？ 
 
年齢 
 
議題②：「野球素人」とは？（50 分） 
 
末次 
小学校野球経験以下 
素人が活躍すること＝試合の勝敗ではない。 
素人ポイントが高いチームがプロスタにいくとか？ 
 
コロンコ 
中学野球経験以下 
大人になってから野球やりたい熱を 
 
竹村 
今を見るか、過去を見るか、Mix するのか。 
 
三木 
経験値で決める。 
素人を卒業はさせない。 
 
布井 
素人チーム：野球やることのプライオリティが高い。勝ち負けではない。 
6~7 人集まったら試合しようぜ！なのが素人。 
対戦相手なんて気にしない。 
試合数こなしたチームが良い形にする？ 
 



スカイツリーグに何を求めて入ったのか。 
プロ球場というものを出した弊害が出てきている。 
 
テッペンを目指すに問題が？ 
 
野球素人＝経験が少ない人 
「経験」とは 
⇒野球＋ソフトの小学校野球経験（中学 1年まで）までが良いのでは？ 
部活、シニアなどのクラブチーム経験者はNG 
公式の大会に出れる経験はダメ 
 
中学から週 5とかになってくる 
小学校までは週 1~2 
なので、経験が少ないと想定。 
 
大学サークルは草野球と同義 
女子は未経験者と同じ扱い 
 
[補足]  
基本的には 13 歳未満までの野球経験は素人に含む、それ以上は素人に含まないという考え 
・リトルリーグ=12 歳まで(中 1の 8月まで)なので小学校野球と同義→野球素人 
・シニアリーグ=多少ばらつきあるようですが 12～15 歳までなので中学野球経験と同義→
野球素人ではない 
・ジュニア=リトルリーグとほぼ一緒なので野球素人 
・ボーイズ=中学校までやれます。小学校までならリトルと同じで野球素人、中学までやっ
てれば野球素人ではない。 
 
議題③：規約への落とし込み（50 分） 
 
強豪チームの未経験者出場ルール 
・草野球経験（小学野球などで 1年以内）までの選手 
 
シーズン終了(12月末)時点で全試合の打率 0.250以下の 
・小学野球（中学野球などで 1 年以内）までの経験者 
・ソフトボールのみ経験者 
・高校卒業した後に始めた経験者（軟式野球部、サークル活動など） 



・45 歳以上（小学野球経験以上でかつ 45 歳以上）の経験者 
 
を上述の小学校野球経験（中学野球 1年未満）まで 
 
[補足] 
今回の会議で定めた「野球素人」のみが対象選手となるようにする。 
 
増田 
強豪チームの未経験者出場ルールの所の「対象選手」という言葉が理解しにくいと思います。 
●折角「野球素人」の定義をしたのですから、このルール自体の名前を、強豪チームの野球
素人出場ルールに変更強豪チームの野球素人出場ルールに変更すべき。 
 
変更前）強豪チームの未経験者出場ルール 
変更後）強豪チームの野球素人出場ルール 
 
●概要対象チームの年間試合数に応じた対象選手（未経験レベルの選手）の合計出場回数を
下記の通りに定め、未達成の場合は翌年のカップ戦、シリーズ戦への出場権をはく奪とする。
の部分の対象選手（未経験レベルの選手）を野球素人と書き換え、対象選手の部分を今回定
義した野球素人の定義を再掲するかにした方が良い。 
 
変更前）対象選手（未経験レベルの選手） 
変更後）野球素人 
 
まとめ 
野球素人＝野球・ソフトボールともに小学校（中学野球 1年未満）経験以下のプレイヤー 
と定義する。 
※野球経験は硬式・軟式問わず。 
※中学校以上の硬式・軟式野球部での 1 年を超える部活経験は野球素人とは認めない。 
※中学校以上のクラブチーム（リトル・シニア・ジュニア・ボーイズなど）での 1 年を超え
るクラブ経験は野球素人とは認めない。 
※サークル活動は草野球と同じと考え、野球経験には含まないものとする。 
※女性プレイヤーは例外として、どんな経験があっても「野球素人」扱いとする。 
 
理由：辞書で「素人」と検索すると「その事に経験が浅く、未熟な人。」とあり、週 1～2回
の活動であることがほとんどの小学校野球と違い、中学野球以降は週 3～5回と倍以上活動
があることが多く、「経験」という面では小学校までと中学校まででは大きく違うと想定さ



れるため。 
また、今まで野球経験とソフトボール経験をわけていたが、ピッチャー以外は動きとして大
きく変わらないので、ソフトボール経験も野球経験に含めることとした。 
 
規約への落とし込みについて 
上記の定義により、「強豪チームの未経験者出場ルール」を変更。 
https://ts-league.com/about/rules/rules2/index.php 
 
現在） 
対象選手（助っ人は対象外） 
・草野球経験（小学野球などで 1年以内）までの選手 
 
シーズン終了(12月末)時点で全試合の打率 0.250以下の 
・小学野球（中学野球などで 1 年以内）までの経験者 
・ソフトボールのみ経験者 
・高校卒業した後に始めた経験者（軟式野球部、サークル活動など） 
・45 歳以上（小学野球経験以上でかつ 45 歳以上）の経験者 
 
変更後） 
対象選手（助っ人は対象外） 
リーグ独自に定めた「野球素人」である選手 
 
[補足] 
・リーグ独自に定めた「野球素人」が何か分かるようにページ内に掲載しておく。 
・各チームがその対象選手が誰なのか一目で分かるようにしておく。 
 
経験レベルへの落とし込みについて 
現在） 
一般的な野球経験 
未設定 
草野球経験（小学野球などで 1 年以内）まで 
小学野球経験（中学野球などで 1年以内）まで 
中学野球経験（高校野球などで 1年以内）まで 
高校野球経験（大学、専門などで 1 年以内）まで 
それ以上 
 

https://ts-league.com/about/rules/rules2/index.php


それ以外 
45 歳以上（小学野球経験以上でかつ 45 歳以上） 
助っ人・マネージャー枠 
休部中 
 
変更後） 
野球・ソフトボール経験 
未設定 
草野球経験（小学野球などで 1 年以内）まで 
小学野球経験（中学野球などで 1年以内）まで 
中学野球経験(高校野球などで 1 年以内)まで 
高校野球経験(大学、専門などで 1年以内)まで 
それ以上の経験 
 
【追加】※硬式・軟式問わず 
【追加】※サークルのみは野球素人と同等である 
【追加】※各カテゴリ(中学・高校・それ以上)のみで 1年以上の経験がある場合はカテゴリ
の経験とする。 
例)他の経験はなく高校野球のみ 2年間→高校野球経験者 
例)他の経験はなく大学軟式野球部のみ 3 年間→それ以上 
例)他の経験はなく大学硬式野球部に半年→野球素人 
例)他の経験はなく大学野球サークルに 3 年間→野球素人 
 
【削除】ソフトボールのみ経験者 
⇒野球・ソフトボール経験に含めるため。 
 
【削除】高校卒業した後に始めた経験者（軟式野球部、サークル活動など） 
⇒サークルのみは野球素人と同等である。 
⇒軟式野球部のみの 1年以下の場合は野球素人と同等である。 
⇒軟式野球部のみの 1年超えの場合は「それ以上の経験」に含める。 
 
それ以外 
助っ人・マネージャー枠 
※45 歳以上はチェック項目追加などで対応。経験レベルには含まない。 
 
※野球経験ではない、45 歳以上は経験レベルの選択項目から削除し、新たにチェック項目



を追加。 
・他チームへの「助っ人」での参加時に、3点の献上点が不必要 
・投手制限の解除 
の記載を追加する。 
 
また、女性のみ、休部中も新たにチェック項目として追加する。 
 
⇒1/31 までに全チームに「45 歳以上」と「女性」と「休部中」の項目の修正登録を依頼す
る！！ 
 
 
最後に 
今回の野球素人を定義する会で、各チーム様のご協力のもとに野球素人の定義をビシッと
決めれました。各チーム様のご協力大変感謝しております！ただ、全員の考えが 100 パー
セント反映できたわけではなく、どこまでを野球素人とするかについては頂いたご意見と
リーグ全体を見ながら線引きをしておりますので、自分の意見が通らなかったなどは少な
からずあるかとは思いますが、ご理解いただけたら幸いです。 
 
そして、その上で今回の会で決まった野球素人の定義をもとに「野球素人が主役になり、か
つ素人草野球のテッペンを目指す!」をより根幹として定めてリーグを健全に運営していき
ますので、各チーム様は今以上にこのリーグを使い倒して、愛すべき仲間と最高の草野球ラ
イフを楽しんでいただけたらと思います！今回の定義が各チームにさらに浸透すれば、ど
のチームも「野球素人が主役になり、かつ素人草野球のテッペンを目指す!」たるチームへ
と進み、リーグ戦はもちろん、トーナメント一回戦からプロ球場決勝戦まで一進一退の好勝
負が繰り広げられる、またはそれに近い戦いができると信じております。 
 
今はまだまだな部分は確かにありますが、一回戦も決勝戦も全てが好勝負となることが愛
するメンバーと共に歩む最高の草野球ストーリーの一つとなると考えておりますので、こ
れからも引き続き皆さまの知恵をお貸しいただき、さらにはリーグを存分に使い倒してい
ただき、最高のドラマを創ってもらえたら幸いです。 
 
リーグ管理人 


