
武蔵府中リトルリーグへ
体験及び入団をご検討中の方へ

更新日：2021年9月25日

武蔵府中リトルリーグ
事務局



最初に

この度は武蔵府中リトルリーグにご興味を持って頂き、
誠にありがとうございます。

武蔵府中リトルリーグでは『人間性と学ぶ姿勢』を
スローガンに掲げ、幼稚園年中～小学6年生までの野球
が大好きな子供達を募集しています。

体験や入団をご検討中の方は本資料に目を通して頂き、
是非、体験に参加し、武蔵府中リトルリーグの雰囲気を
感じていただければと思います。
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バンダリーとは
リトルリーグは、選手選抜の対象とする区域（バンダリー）の明確な地域的境界線を規
定しています。選手はそのバンダリー内に住むか、通学先の学校がそのバンダリー内に
位置している場合、プレーする資格を有します。

１．選手は以下の場合にそのリーグバンダリー内に居住しているものとみなされる。
１）選手が、そのバンダリー内に両親と共に住んでいる。
２）“居住（Residence）”、“住む（Reside）”、“住んでいる（Residing）”という

言葉は、正規の継続的居住地を指している。両親、片親、あるいは後見人が正規
の住所変更を行わないかぎり、いったん確定した居住地の変更は認められない。

※居住の証明として習慣的な使用や消費を示す書類を求められることがあります。

２．選手は以下の場合にバンダリー内の学校に通っているものとみなされる。

バンダリー内に存在する学校（クラス）に選手が通っている場合。
注：自宅学習、インターネット学校、スポーツ教室、スポーツアカデミー、幼稚園、
放課後に通う塾は対象とならない。

※就学先は該当学年について在籍していることを示す、下記書類のいずれかを提示
することで認定されます。

・在学証明書類もしくはリトルリーグ発行の就学証明書類
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入団可能な地域について
武蔵府中リトルリーグのバンダリーは府中市全域及び『小金井市、武蔵野市、多摩市』
の一部地域となります。

バンダリーに隣接している地域（『小金井市、武蔵野市、多摩市』のバンダリー外地域、
西東京市、日野市、国分寺市、国立市、稲城市、小平市、三鷹市、調布市）からも入団
は可能ですが、P7の詳細をご理解の上、入団の検討をお願いします。

＜武蔵府中リトルリーグのバンダリー＞
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バンダリー対象住所
府中市 全域

小金井市 梶野町１ 小金井市 東町１ 武蔵野市 関前５ 多摩市 一ノ宮

小金井市 梶野町２ 小金井市 東町２ 武蔵野市 境１ 多摩市 一ノ宮１

小金井市 梶野町３ 小金井市 東町３ 武蔵野市 境２ 多摩市 一ノ宮２

小金井市 梶野町４ 小金井市 東町４ 武蔵野市 境３ 多摩市 一ノ宮３

小金井市 梶野町５ 小金井市 東町５ 武蔵野市 境４ 多摩市 一ノ宮４

小金井市 桜町１ 小金井市 本町１ 武蔵野市 境５ 多摩市 落川　3～1235

小金井市 桜町２ 小金井市 本町２ 武蔵野市 境南町１ 多摩市 貝取（地番整理未施工地区）

小金井市 中町１ 小金井市 本町３ 武蔵野市 境南町２ 多摩市 乞田　1206～1244、1305～1326、1347,1350,1356,1431,1434

小金井市 中町２ 小金井市 本町４ 武蔵野市 境南町３ 多摩市 桜ヶ丘１

小金井市 中町３ 小金井市 本町５ 武蔵野市 境南町４ 多摩市 桜ヶ丘２

小金井市 中町４ 小金井市 本町６ 武蔵野市 境南町５ 多摩市 桜ヶ丘３

小金井市 貫井北町１ 小金井市 前原町１ 武蔵野市 桜堤１ 多摩市 桜ヶ丘４

小金井市 貫井北町２ 小金井市 前原町２ 武蔵野市 桜堤２ 多摩市 関戸

小金井市 貫井北町３ 小金井市 前原町３ 武蔵野市 桜堤３ 多摩市 関戸１

小金井市 貫井北町４ 小金井市 前原町４ 多摩市 関戸２

小金井市 貫井北町５ 小金井市 前原町５ 多摩市 関戸４

小金井市 貫井南町１ 小金井市 緑町１ 多摩市 関戸５

小金井市 貫井南町２ 小金井市 緑町２ 多摩市 関戸６

小金井市 貫井南町３ 小金井市 緑町３ 多摩市 東寺方　99～604、624～654、681～875

小金井市 貫井南町４ 小金井市 緑町４ 多摩市 東寺方１

小金井市 貫井南町５ 小金井市 緑町５ 多摩市 和田　1～48、1750～1800、1823、1824～1840、1906～1923
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リトルリーグ年齢について

表中の数字がリトル年齢

　　 誕生

月

 学年

4月

（4/2～

4/30）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年　中 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

年　長 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5

小学1年 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6

小学2年 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7

小学3年 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8

小学4年 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9

小学5年 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10

小学6年 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11

中学1年 12 12 12 12 12 12 12

2021年（令和3年）リトルリーグ年齢表

ジュニア： 年 中 ～ 小学3年の夏まで
マイナー： 小学3年の夏 ～ 小学5年の夏まで
メジャー： 小学5年の夏 ～ 中学1年の夏まで

…2021年世界選手権（ワールドシリーズ）参加可能な誕生月

※メジャーは誕生月及び居住地域によってプレー可能な期間が異なります。
詳細はP7をご覧ください。

※
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（メジャー部門）注意事項

（居住地域がバンダリー内の場合）

☑すべての大会にエントリー可能

☑ 4月～8月生まれ
中学1年時の春の大会終了まで
プレー可能

☑ 9月～3月生まれ
中学1年時の 8月末までプレー可能

（居住地域がバンダリー外の場合）

☑世界選手権に通じる大会以外には
エントリー可能

☑中学1年時の春の大会終了まで
プレー可能

対象：小学5年生 ～ 中学1年生

１．小学6年生の選手は毎年1月中旬までに入団する必要があります。
毎年2月以降、小学6年生以上の入団は受け付けておりません。

２．世界選手権について
毎年5月より世界選手権予選（全日本選手権大会 東京予選）が始まります。
この大会からバンダリールールが適用され、バンダリー内の選手が選抜され
ます。
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バンダリー内地域：
府中市全域及び小金井市、武蔵野市、多摩市の一部地域

バンダリー外地域：
小金井市、武蔵野市及び多摩市の一部地域、西東京市、
日野市、国分寺市、国立市、稲城市、小平市、三鷹市、
調布市



2022年世界選手権参加資格（メジャー部門）

＜バンダリー内居住の資格確認＞
確認書類は選手本人ではなく、その親もしくは
法定後見人についてのものが要求されます。
各書類には住所が明確に記載されている必要が
あります。
書類は右記Ⅰ～Ⅲのグループからそれぞれ１つ
以上の書類が必要となります。
また書類の発行日付が2021年２月１日から
2022年２月１日までにあるか、あるいはその
期間に有効であるものでなくてはなりません。
【注】「学校バンダリー選手」（居住地がバン
ダリー外）は「2021年４月から2022年３月ま
で通学していたことが証明できる書類（発行日
は2022年４月以降でも可）」、「2021年度の
通知表」のどちらか１つ
外国籍選手の場合は２年以上の滞在証明書

資格対象者：
・世界選手権開催年の1月末までにリトルリーグ選手登録が完了している

バンダリー内に居住の選手のうち、小学5年生（誕生月が4月～8月）、
小学6年生、中学1年生（誕生月が9月～3月）の選手

・グループⅠ
１．運転免許証 ２．自動車関連書類（車検
証、自動車保険証書等）３．保険証書

・グループⅡ
１．住民票 ２．固定資産税納税通知書
３．自動車納税通知書等

・グループⅢ
１．公共料金各種請求書（*１）２．金融関
係記録（クレジットカード利用代金明細書
等）３．健康保険による医療費額通知書
４．インターネット、ケーブルTV、衛星放
送関連書類
（*公共料金領収書の例 ガス、電気、上下水道、
電話、携帯電話、暖房、ゴミ収集）
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本件に関する問い合わせ先

武蔵府中リトルリーグ事務局

musashifuchu.littleleague@gmail.com
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