
NPB BCL IL+

可 否

年 月 日

（　満 歳　）

cm kg 投 打

Ａ Ｂ Ｏ ＡＢ

都 道

府 県

済 未

都 道

府 県

済 未

2015年11月ルートインBCリーグ合同トライアウト　エントリーシート

身長

性別

遊撃手

ふりがな

投手 外野手

ポジション

メディアへの氏名等の公表及び取材可否

※必ずいずれかに○をつけてください。

有　　　　無

三塁手

生年月日

氏　　名

一塁手

不明

男　　　女

捕手

　右　　　左　　　両　

大学

専門学校

喫煙

高校 硬式　　　　　軟式　　　　　準硬式　　　　　未入部

プロ野球志望届

（在籍中の方のみ）

在学 （平成　　　 　年　　　　 月卒業見込）

在籍　　　　　退部 　　（平成　　　　　年　　　　　月）

プロ野球志望届

（在籍中の方のみ）

提出（予定）日：　　　　　月　　　　　日中退

大学

専門学校

在学 （平成　　　　年　　　　月卒業見込）

高校

在籍　　　　　退部 　　（平成　　　　　年　　　　　月）

中退 提出（予定）日：　　　　　月　　　　　日

血液型

卒業 （平成　　　 　年　 　　　月）

関東会場　11/14（土）、15（日）

※メインポジションに1つだけ●（塗りつぶし）1つだけ●（塗りつぶし）1つだけ●（塗りつぶし）1つだけ●（塗りつぶし）を記入してください。サブポジションがあれば○(複数可)○(複数可)○(複数可)○(複数可)を記入してください。

希望する会場に1つだけ●1つだけ●1つだけ●1つだけ●を記入 ※関東会場での受験を希望される方で、NPB、BCL、四国ILplusに在籍歴のある方は一次免除および在籍団体にも○を記入してください。

一次免除

（関東のみ）

　西暦

野球経歴

※トライアウトの合格者発表の際には、氏名を公表させていただきます。あらかじめご了承ください。

印　　　

右　　　左　　　両

主な成績・戦績

　　　

硬式　　　　　軟式　　　　　準硬式　　　　　未入部

卒業 （平成　　　　年　　　　月）

体重

二塁手

野球経歴

会場 関西会場　11月第3週週末

■経歴■経歴■経歴■経歴※高校・大学に在籍中の方は日本学生野球連盟所属の野球部への在籍状況、プロ野球志望届提出状況についてもご記入ください。

写真

幅3.0cm×高さ4.0cm

程度のサイズのもの

を貼ること

都　道

府　県

登録

状況

都　道

府　県

登録

状況

〒 -

都道

府県

印 〒 -

都道

府県

主な成績・戦績

※応募された皆様の個人情報は、合同トライアウト開催以外の目的には一切利用致しません。

社会人

プロ②

出身地

■保護者記入欄■保護者記入欄■保護者記入欄■保護者記入欄(未成年者のみ必ず記入・押印の無いものは無効とします。)

ふりがな

社会人

プロ

ふりがな

保護者住所

住所

都　道

府　県

ふりがな

保護者氏名

新潟

※希望球団は入団先を決定するものではありません。該当者以外の記入は無効とします。

電話番号携帯番号

主な成績・戦績

主な成績・戦績

（在籍中の方のみ）

在籍中 退部

硬式 　・　軟式　・　準硬式

■連絡先　■連絡先　■連絡先　■連絡先　※マンション・アパート名・部屋番号も明記

■セールスポイント■セールスポイント■セールスポイント■セールスポイント

平成　　　　年　　　　月硬式 　・　軟式　・　準硬式

退部在籍中

平成　　　　年　　　　月

傷病名② 時期

信濃 富山 石川 福井

■希望球団■希望球団■希望球団■希望球団（該当者のみ記入）　※出身地・帰省先・出身校（大学を除く）が8県の中で複数にまたがる場合に限り1つだけ○をつけてください。

時期

■既往歴※現在または過去に大きな病気・怪我があった場合、その傷病名と時期をご記入ください。

傷病名①

都 道

府 県

帰省先

希望球団 福島 武蔵 群馬

※応募された皆様の個人情報は、合同トライアウト開催以外の目的には一切利用致しません。

退団証明書

＜運営事務局記入欄＞

受付Ｎｏ．ＥＳ受付日 プロ志望届

//

受付者

/

入金日



受験申込の注意事項受験申込の注意事項受験申込の注意事項受験申込の注意事項

◆エントリーシートの記入・送付について◆エントリーシートの記入・送付について◆エントリーシートの記入・送付について◆エントリーシートの記入・送付について

※文字が正確に読み取れるよう、丁寧にご記入ください。

※特に数字、アルファベット等ははっきりと分かるようにご記入ください。

※エントリーシートには、写真を必ず貼付してください。

※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ください。

※未成年者は、必ず保護者の署名及び捺印を得てください。

※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。

※受験料振込明細の写しを別紙に貼り付けてエントリーシートと一緒に郵送してください。

※締切日にご留意ください。

◆返信用封筒について◆返信用封筒について◆返信用封筒について◆返信用封筒について

※エントリー締切後、受験に必要な資料を返送しますので、返信用封筒を必ず同封してください。

■角形2号（Ａ4版）角形2号（Ａ4版）角形2号（Ａ4版）角形2号（Ａ4版）の封筒をご使用下さい

□140円切手140円切手140円切手140円切手を貼付下さい

■返信先の住所・氏名返信先の住所・氏名返信先の住所・氏名返信先の住所・氏名を封筒の表に明記して下さい

返信用封筒は折りたたんでご送付下さい

332m332m332m332mmmmm

140140140140

〒000-0000

返信先住所

アパート・マンション名

○○号室

140140140140

140140140140

〒000-0000

返信先住所

アパート・マンション名

○○号室

ご氏名

◆申し込みの際の送付物について◆申し込みの際の送付物について◆申し込みの際の送付物について◆申し込みの際の送付物について

下記必要書類をご送付下さい。

■【必須】エントリーシート

■【必須】受験料振込明細の写し（別紙に貼り付けてください。）

■【必須】返信用封筒

■トライアウト受験および契約承認書の写し（日本野球連盟に在籍している方）

　　下記必要事項を明記の上お送りください。書式は問いません。※別紙見本参照※別紙見本参照※別紙見本参照※別紙見本参照

　　①チームの代表者名および押印

　　②受験者氏名

　　③トライアウト受験許可の文言

　　④ドラフト会議で指名され契約合意に至った場合、ルートインBCリーグとの契約を承認する文言

■自由契約であることが証明できる書面の写し（NPB、BCL、四国IＬplus、関西独立リーグに在籍歴がある方）

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

ルートインBCリーグトライアウト運営事務局ルートインBCリーグトライアウト運営事務局ルートインBCリーグトライアウト運営事務局ルートインBCリーグトライアウト運営事務局

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

〒950-0916　新潟市中央区米山2丁目4-1　木山第3ビル　4階

ＴＥＬ：025-247-4145　ＦＡＸ：025-247-4146

（↓宛名シールとしてお使い下さい）

〒950-0916　新潟市中央区米山2丁目4-1　木山第3ビル　4階

㈱ジャパン・ベースボール・マーケティング　トライアウト運営事務局　　宛

240mm240mm240mm240mm



所属チーム代表者名

新潟　太郎新潟　太郎新潟　太郎新潟　太郎

ルートインBCLクラブルートインBCLクラブルートインBCLクラブルートインBCLクラブ

　　部長　　　村山　哲二　　　　　　印　　部長　　　村山　哲二　　　　　　印　　部長　　　村山　哲二　　　　　　印　　部長　　　村山　哲二　　　　　　印

以上

平成●年●月●日

ルートインBCリーグ合同トライアウト受験および契約承認書ルートインBCリーグ合同トライアウト受験および契約承認書ルートインBCリーグ合同トライアウト受験および契約承認書ルートインBCリーグ合同トライアウト受験および契約承認書

　下記選手が平成●年●月●日のルートインBCリーグ合同トライアウトに受験することを承認し

ます。また、ドラフト会議で指名され契約合意に至った場合、ルートインBCリーグと契約すること

を承認します。

記

受験者氏名

所属チーム名

※見本※

トライアウト受験許可書および契約承認書

【対象】日本野球連盟に在籍している方



◇振込用紙見本◇◇振込用紙見本◇◇振込用紙見本◇◇振込用紙見本◇

◆振込方法◆振込方法◆振込方法◆振込方法

受験料の振込について

※「受験料振込明細貼り付け用紙」に※「受験料振込明細貼り付け用紙」に※「受験料振込明細貼り付け用紙」に※「受験料振込明細貼り付け用紙」に

　　コピーを貼ってエントリーシートと　　コピーを貼ってエントリーシートと　　コピーを貼ってエントリーシートと　　コピーを貼ってエントリーシートと

　　一緒にお送りください。　　一緒にお送りください。　　一緒にお送りください。　　一緒にお送りください。

　　領収書は必ず保管してください。　　領収書は必ず保管してください。　　領収書は必ず保管してください。　　領収書は必ず保管してください。

◇記入例◇◇記入例◇◇記入例◇◇記入例◇

※下記口座番号・名義を振込用紙に記入し、最寄の郵便局でお振込み下さい。

口座番号 　00540　-　4　-　45416　00540　-　4　-　45416　00540　-　4　-　45416　00540　-　4　-　45416

口座名義

　株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング　株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング　株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング　株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

　カ）ジャパン・ベースボール・マーケティング　カ）ジャパン・ベースボール・マーケティング　カ）ジャパン・ベースボール・マーケティング　カ）ジャパン・ベースボール・マーケティング

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

5555 0000 0000 0000￥￥￥￥

※2名以上で振り込む場合

※振込手数料は受験者負担とさせて頂きます。

◆払戻◆払戻◆払戻◆払戻

※エントリー締切日以前に辞退する場合、受験料を返金致します。（振込手数料は受験者負担とさせて頂きます。）

※エントリー締切日以降の辞退および当日トライアウトを欠席された場合、お振込頂いた受験料は

　 返金致しませんので予めご了承ください。

◆注意事項◆注意事項◆注意事項◆注意事項

※ＡＴＭでお振込み頂く場合も必ず振込用紙必ず振込用紙必ず振込用紙必ず振込用紙でお振込み下さい。

※「ご依頼人」欄には、必ずエントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号エントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号エントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号エントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号をご記入下さい。

※2名以上で振り込む際は「ご依頼人」欄に代表者を記入し、通信欄に人数及び住所・氏名をご記入下さい。

　 尚、振込に関して確認がある場合は代表者にご連絡をさせて頂きます。

※お送り頂いたエントリーシートと同一人物かどうか判断できない場合、お申込が無効になる場合もございます。

　 文字が正確に読み取れるよう、丁寧にご記入ください。

※口座番号・名義はお間違えのないようご注意下さい。

000-0000

○○県●●市・・・・・・・・

新潟 太郎

090 - 0000 - 0000

※※※※エントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号をご記入下さいエントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号をご記入下さいエントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号をご記入下さいエントリーシートと同じ住所・氏名・電話番号をご記入下さい

●名分●名分●名分●名分

000-0000 ●●県○○市・・・・・ 新潟 次郎

000-0000 ●●県○○市・・・・・ 新潟 三郎

　 返金致しませんので予めご了承ください。



受験料振込明細貼り付け用紙受験料振込明細貼り付け用紙受験料振込明細貼り付け用紙受験料振込明細貼り付け用紙

下記枠内に受験料振込明細のコピー受験料振込明細のコピー受験料振込明細のコピー受験料振込明細のコピーを貼り付け、エントリーシートと一緒にお送りください。


