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大リーグ入団テストに高校球児、夏の大
会出場禁止も

　仙台市で１４日に行われた米大リーグ、マーリンズと独立リーグのブ
ルーフィッシュの合同トライアウト（入団テスト）に、複数の高校、大
学の野球部員が参加していたことが分かり、日本学生野球協会は「プロ
野球の入団テストを受けることを禁じた規則に違反する」として実態調
査に乗り出した。 

　同協会の対応次第では、テストを受けた高校生が夏の高校野球大会都
道府県予選などに参加できなくなる事態も予想される。 

　トライアウトは、米大リーグ、マリナーズで活躍する佐々木主浩選手
の出身校の東北福祉大球場で行われた。全国から１５―３５歳の計３５
人が挑戦したが、合格者はいなかった。参加資格は「硬式野球経験者」
としかなっておらず、この中に、宮城県内の公立高校野球部の投手ら３
人、東北、中部地方の大学野球部員数人が含まれていた。 

　参加した高校１年生（１５）は「小学生の時に野茂選手を見て以来、
大リーグの選手になるのが夢。親類から聞き、チャレンジした」と話し
た。規則を知らなかった高校側が参加者をとりまとめたケースもあり、
規則を知りながらこっそり受けた大学生もいた。 

　日本高校野球連盟と全日本大学野球連盟は、それぞれの規定で、「プ
ロ野球球団のテストまたはコーチを受けたもの」は部員資格を失い、在
学中に学校代表チームの一員として試合に参加できないと定めている。 

　両連盟の上部団体である日本学生野球協会の内藤雅之事務局次長は
「大リーグはプロ野球。過去に、この規定によって除名された例は聞い
たことがないが、厳しい対応が必要だ」と話している。 

　トライアウトを主催したプロモーション会社は、高校などにも開催を
電話で連絡したといい、「問い合わせがあれば規則の説明をしており、
野球部員は自己責任で参加していると考えていた。今後は、規則を募集
広告に明記するようにしたい」としている。 

 (2003/6/15/03:07　読売新聞　無断転載禁止)
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(14日)
対:カージナルス 
　　8回途中交代

 1  二塁打
 2  安打
 3  中飛
 4  二ゴロ
試合終了

通算成績(13日現在) 
本塁打 6 打率.282
打数 273 安打 77
打点 40

プロ野球　(14日) 
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Mainichi INTERACTIVE　第８４回全国高校野球

 スポーツ・芸能

・２００１年 
　秋季地区大会
　全国高校野球
　センバツ高校野球

・２０００年
　秋季地区大会
　全国高校野球
　センバツ高校野球

・１９９９年
　秋季地区大会
　全国高校野球
　センバツ高校野球

日本高等学
校野球連盟

日本学生野球協会

　
関連記事

瀬戸内監督らを謹慎処分　元大リーガーの指導受け

　日本高校野球連盟は１０日、元米大リーグ選手から技術指導を受
けたとして、瀬戸内（広島）の後原（せどはら）富監督と松永俊男
部長を謹慎処分させる応急処置を発表した。１６日から始まる第８
４回全国高校野球選手権広島大会へは、代わりの監督、部長で出場
できる。 

　高野連によると、瀬戸内は白須義人校長の知人の紹介で、青森県
八戸市との親善試合のため来日中の米国フェデラルウェイ市選抜
チーム顧問で元米大リーガー、ウエス・ストック氏から先月２８
日、部員９８人が技術指導を交えた講義を受けた。瀬戸内は春２回
夏１回の甲子園出場経験がある。後原監督は元プロ選手（東映）の
高校野球指導者として話題を集めた。 

（毎日新聞２００２年７月１１日東京朝刊から） 
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