
四国アイランドリーグ plus 2017年度入団トライアウト応募要項 

主催：四国アイランドリーグ plus 

 

拝啓 

仲秋の候、益々御健勝のことお慶び申し上げます。このたび四国アイランドリーグ plus におきまして、２０１７年度の入団選手

採用を目的と致しましたトライアウトを下記２会場にて開催する運びとなりました。つきましては、日程および申し込み概要を下記

のとおり御案内させていただきます。         

敬具 

記 

【関東開催】 １次テスト：２０１６年１１月３日（木・祝）  

会場：本田技研笠幡球場（埼玉県川越市笠幡 2634-6） 

＊ 関東開催の応募は１０月２８日(金)必着。 

＊ 駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。 

＊ 関東開催の特別合格者（２次テスト免除でＩＬ球団の何れかに入団内定）と１次テスト合格者（２次

テストへ進む方）は、１１月４日（金）公式ホームページにて発表。 

＊ 特別合格者の所属球団は、１１月１４日（月）ホームページにて発表。 

＊ ２次テスト受験者は、１１月１３日（日）の関西での２次テスト受験後、１１月１４日（月）に合格

者名と所属球団をホームページで発表。 

 

【関西開催】 ①１次テスト：２０１６年１１月１２日（土） 

会場：パナソニックベースボールスタジアム（大阪府枚方市山之上北町 2-1） 

＊ 関西開催の応募は１１月４日(金)必着。 

＊ 駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。 

＊ 関西開催の特別合格者（２次テスト免除でＩＬ球団の何れかに入団内定）と１次テスト合格者（２次

テストへ進む方）の発表は、１１月１２日（土）１次テスト終了後に現場にて発表。 

＊ 特別合格者の所属球団は、１１月１４日（月）ホームページにて発表。 

 

②全会場２次テスト（1次テスト合格者のみ）：２０１６年１１月１３日（日） 

会場：パナソニックベースボールスタジアム（大阪府枚方市山之上北町 2-1） 

＊ 関東開催ならびに関西開催のトライアウト１次合格者のみに限ります。 

＊ 駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。 

＊ ２次テスト受験者の結果は、１１月１４日（月）に合格者名（ドラフト指名者）と所属球団を 

ホームページで発表。 

 

【応募方法】 ※各会場へ直接の問い合わせはご対応できませんので予めご了承下さいませ 

１．下記いずれかの方法でエントリー用紙を入手して下さい。 

（１）リーグ公式ホームページ（http://www.iblj.co.jp/tryout/）からフォーマットを印刷して入手。 

（２）エントリー用紙送付先をＦＡＸ・Ｅメールにて連絡事務局へ連絡し、ＦＡＸか郵送にて入手。 

＊ＦＡＸでのエントリー用紙申し込み受付期日も上記の各会場の応募期日と同じです。 

＊ＦＡＸでお申し込みの方は、後日顔写真付きのエントリー用紙を郵送して頂きます。 



  ・ＦＡＸ受付 平日及び土日 終日   （０８７－８０２－１５８１） 

  ・メール受付 平日及び土日 終日   （info@iblj.co.jp） 

 

２．文字や数字が正確にわかるように、丁寧に必要事項を全てエントリー用紙に記入して下さい。 

 

３．下記、必要送付物をご確認の上、トライアウト連絡事務局へ各会場応募期日までにご郵送下さい。 

  ・エントリー用紙（各項目記入および写真添付必須・受験希望会場明記） 

  ・長形３号(120mm×235mm)の返信用封筒（返送先をご記入の上、８２円切手をお貼り下さい） 

※自身の野球歴および実績(打率・勝率・防御率等のデータ等）を証明する新聞記事等がありましたら一緒にご送付下さ

い。この送付物は無くても構いません。 

 

４．連絡事務局にてエントリー用紙受付後、受験票および詳細案内を、同封いただいた返信用封筒にてご送付いたします。 

※８２円切手を貼付した返信用封筒を同封していない場合は、エントリー受付はできませんのでご注意下さい。 

※エントリー用紙に虚偽の記載があった場合は受験できない場合がございますので予めご了承下さい。 

 

【応募資格】 

・2017年 4月 1日時点で満 1５歳以上の野球経験者。（義務教育を終了していること） 

・NPB・独立リーグ出身者等のプロ経験者も受験可能。（退団証明書を提出すること） 

・現在高校３年生の方は来春卒業見込みであること。 

 

【受験料】 

５０００円（必要相当レベルの傷害保険等に充当いたします）  ＊当日ご持参ください。 

 

【注意事項】 

１．高校生は、トライアウトの前日までに、所属都道府県高等学校野球連盟に所属高校を通じて「プロ野球志望届」を

提出する必要があります。高校野球連盟所属の選手で未提出の方は、当日トライアウトを受験することができません。 

    

２．大学生は、トライアウトの前日までに、所属する大学野球連盟に「プロ野球志望届」を提出する必要があります。大学

野球連盟所属の選手で未提出の方は、当日トライアウトを受験することができません。 

 

３．日本高等学校野球連盟所属の野球部を退部した者は、所属連盟が退部を承認した日から 1 年以上経過している

こと。（但し、高校 3年生は除く） 

  

４．四国アイランドリーグ plus は既存の日本野球機構（ＮＰＢ）所属球団と同じ位置付けとなり、大学（短期大

学を含む。以下同じ）、専修学校、各種学校、高等学校及び中学校を卒業又は中途退学し、新規に日本野球

連盟所属（ＪＡＢＡ）の社会人野球、クラブチームに選手登録した者は、登録後次の期間、国内の独立リーグ

と選手契約を締結することはできません。 

 

① 大学、専修学校及び各種学校を卒業又は中途退学し日本野球連盟に選手登録した者は２年（シーズン）の

間、国内の独立リーグと選手契約を締結することはできません。 

② 高等学校を卒業又は中途退学した者及び中学校を卒業し日本野球連盟に選手登録した者は３年（シーズ

ン）、ただし卒業または中退後１年（シーズン）以上経過した後に選手登録した者は２年（シーズン）の間、

mailto:info@iblj.co.jp


国内の独立リーグと選手契約を締結することはできません。 

 ＊ただし日本学生野球協会所属団体に属していない学生の制限期間は、在学中の登録年数は通算せず、卒業

後（中途退学を含む。）の加盟チーム在籍期間となります。なお、このような学生の卒業年次は、前項の規定

は適用されません。 

③ 元ＮＰＢ所属選手で日本野球連盟に選手登録した者は、登録後２年（シーズン）の間、国内の独立リーグと

選手契約を締結することはできません。 

④ 加盟チームの解散に伴い選手登録を抹消した者及び活動休止期間中の選手については①、②、③は適用され

ません。 

⑤ ただし、所属チーム代表者が独立リーグとの契約を承認する書面を発行していれば、①、②、③の定めは適用

されません。（※下記書式①参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５．JABA加盟チームに登録している競技者が独立リーグの行う入団テストに参加する場合、事前に所属している 

チーム代表者の承諾を書面で得なければ、テストに参加できませんので予めご了承下さい。 

（※下記書式①参照） 

 

※なお、受験者の方の登録等詳細につきましては、所属チーム及び各野球連盟に直接お問い合わせいただき、 

受験前に必ずご確認下さい。 

※ＪＡＢＡ所属球団から円満退部の書面を未発行のまま、独立リーグへ入団した場合は、独立リーグ退団後に 

ＪＡＢＡ所属球団への登録は認められませんので、ご注意ください。 

※独立リーグに選手登録された者は、退団後に全日本大学野球連盟において「元プロ野球選手」との取扱いとなり、 

同連盟傘下の大学野球選手として登録できませんので、ご注意下さい。 

 

日本野球連盟（ＪＡＢＡ）の契約制限期間 

大学、専修学校及び各種学校及び各種学校を卒業または途中退学 

して、ＪＡＢＡに登録した者 

２年（シーズン） 

高等学校・中学校を卒業または途中退学して、ＪＡＢＡに登録した者 ３年（シーズン） 

高等学校・中学校を卒業または途中退学後、１年（シーズン） 

以上経過した後に、ＪＡＢＡに登録した者 

２年（シーズン） 

プロ野球経験者、国内外のプロ野球組織及び構成球団に       

関係した者（独立リーグ含む）で、ＪＡＢＡに登録した者 

２年（シーズン） 



６．日本野球組織（ＮＰＢ）や独立リーグ等の元プロ野球選手は自由契約であることが証明できる退団証明書を提

出して下さい。ただし、所属球団が解散している場合は必要ございません。（※下記書式②参照） 

    ※書式①、②につきましては下記例を参考にして、ご提出ください。 

書式① 

日本野球連盟所属チームに在籍されている選手対象 

 

アイランドリーグトライアウト受験許可及び契約承認書（例） 

平成○○年○○月○○日 

 

下記の選手が平成○○年○○月○○日の四国アイランドリーグ plusの入団トライアウトに受験 

することを許可致します。また入団合意に至った場合、四国アイランドリーグ plus所属球団と契約 

することを承認致します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

書式② 

元プロ野球（ＮＰＢ・独立リーグ）に在籍していた選手対象 

 

退団証明書（例） 

 

平成○○年○○月○○日 

 

下記の選手は、平成○○年○○月に当チームを自由契約となり、退団したことを証明いたします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

選手名 高知 次郎 

所属チーム名 四国アイランド野球クラブ 

所属チーム責任者 部長   四国 太郎    印 

選手名 高知 次郎 

所属チーム名 四国アイランド野球クラブ 

チーム責任者 部長   四国 太郎    印 



7．当日取材に来たマスコミには、氏名、出身校等の簡単なプロフィールを公開させて頂きますのでご了承ください。 

 

【２０１７年度選手報酬について】 

四国アイランドリーグ plusでは、公式戦期間中、下記の報酬体系となります 。 

● 報酬月額１０万円～４０万円。 

● 報酬月額は個別決定とします。シーズン中の変動もありえます。 

● 選手は個人事業主として、国民健康保険ならびに国民年金に各自加入していただきます。 

 

 

       以上 

【四国アイランドリーグ plus トライアウト連絡事務局】 

〒761-8103 香川県高松市香西東町２６７－１ 

電話 ０８７－８０２－１５８０  fax  ０８７－８０２－１５８１ 

http://www.iblj.co.jp              担当：加藤、坂口 

 

http://www.iblj.co.jp/


エントリー用紙の記入・申込についての注意点 

●エントリー用紙の記入・送付について】 

＊ 記入事項は全て、丁寧にご記入ください。 

＊ 数字、アルファベット等明確にご記入ください。（ｎとｈ、０と６など） 

＊ 貼付写真は必ず脱帽した顔写真にしてください。 

＊ 卒業・卒業見込み・中退の年月日は必ずご記入下さい。 

＊ 連絡先はアパート・マンション名・部屋番号まで必ずご記入下さい。 

＊ 家族構成は 父（名前・年齢）という記載でお願いします。 

＊ 希望会場を必ず明記して下さい。 

＊ 各会場の申込期限にご留意下さい。 

＊ 郵送の際は、本用紙下部の住所を切り取って宛名にご利用ください。 

＊ 郵送料金をご確認の上、送料に不足のないようご郵送下さい。 

 

●返信用封筒について 

＊ 申込締め切り後、受験に必要な資料を返送しますので、必ず同封して下さい。 

＊ 長形３号(120mm×235mm)の封筒に８２円切手を貼付して下さい。 

＊ 受験者返信先の住所・氏名を封筒の表に明記してください。 

 

●送付物・送付先について 

【送付物】 

必須：エントリー用紙(顔写真付)・返信用封筒(８２円切手・返信先住所付) 

■退団証明書（独立リーグを含むプロ野球に在籍暦がある方のみ） 

■トライアウト受験許可書（日本野球連盟に在籍中の方で規定に該当するかたのみ) 

■野球実績：打率・勝率・防御率等のデータ、表彰等（証明する書類がある方のみ） 

 

【送付・お問い合わせ先】 

四国アイランドリーグ plus トライアウト連絡事務局 

〒761－8013 香川県高松市香西東町２６７－１ 

電話 ０８７－８０２－１５８０ fax  ０８７－８０２－１５８１ 

http://www.iblj.co.jp 

担当：加藤、坂口 

 

 

きりとり 

 

〒７６１－８０１３ 

香川県高松市香西東町２６７－１ 

四国アイランドリーグ plus 

トライアウト連絡事務局 宛 

http://www.iblj.co.jp/


枠内をご記入ください。（記入は丁寧にお書きください）

ふりがな 年　　齢

氏名 歳

出身地 血液型 写真
幅3cm×高さ4cm程度の

サイズのものを貼付

ポジション 投／打

高校

高校での戦績

大学/専門学校

大学/専門学校での戦績

社会人/クラブ/プロ①

社会人/クラブ/プロ②

上記球団での戦績

ふりがな

現住所
ふりがな

本籍地

携帯番号 メールアドレス

家族構成

緊急時連絡者 本人との関係 ※緊急時連絡先

参加希望会場

ふりがな

保護者氏名

ふりがな

保護者住所

※ＪＡＢＡ所属チーム在籍の受験者は所属チームからトライアウト受験許可書を提出して下さい。（書式は問わず）
※独立リーグ等の元プロ野球選手は退団証明書を提出して下さい。（書式は問わず）

ここには何も書かないで下さい。

　　　　年　　　月　卒業（見込み）・中退

保護者記入欄（未成年者のみ必ず記入・押印無いものは無効とします。）

保護者連絡先（携帯等）

※戦績については、甲子園出場等の選手権大会出場実績やタイトル・長所をご記入下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※緊急連絡先は必ず親族の方が連絡の取れる電話番号を記入してください。

※プロ志望届の提出については、日本高等学校野球連盟・全日本大学野球連盟所属の方のみ記入下さい。

※プロ志望届提出（学生野球部在籍者のみ）

提出済・未提出　【提出（予定日）　　月　　日】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高校（硬式・軟式）※途中退部　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（硬式・準硬式・軟式）※途中退部　　　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

　　　　　登録：　　　年　　　月　　　退団：　　　年　　　月

　　　　　登録：　　　年　　　月　　　退団：　　　年　　　月

　※トライアウト受験許可（退団証明）書：　有　・　無

　※トライアウト受験許可（退団証明）書：　有　・　無

　関東　　　　・　　　　関西　　（希望会場に○記入して下さい）

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

四国アイランドリーグplus　トライアウト エントリー用紙

身長　　　　/　　　体重

　　　　年　　　月　卒業（見込み）・中退

　投/　右　・　左     打/ 右　・　左　・　両　　　

ＮＯ．

　　　　　　　　        ｃｍ　　　　　　　     　ｋｇ

生年月日

19　　　　年　　　　　月　　　　　日　　


