




■フロリダ・メジャーリーガー育成アカデミー

開催地 フロリダ州タンパ

対象年齢 18歳以上

時期 1年中

■カリフォルニア・スポーツ総合型アカデミー

開催地 カリフォルニア州サンディエゴ

対象年齢 15歳以上

時期 1年中

全米屈指のメジャーリーガー育成アカデミー。世界各地からプロを目指す選手が集結。最短１週間から参加可
能で、プロスカウトが頻繁に訪れる。現役MLB球団チームとの交流戦も随時開催。

時期 1年中

期間 1週間～1ヶ月

滞在方法 コンドミニアム

内容 キャンプ型トライアウト

全米から現役メジャーリーガーや高校・大学野球部の選手などが集まるスポーツ総合型アカデミー。
トレーニングなどマンツーマン指導を受け、技量に応じて担当スカウトに評価してもらう。

■IMGベースボールアカデミー ■MLB公認トレーニング施設

時期 1年中

期間 1週間～

滞在方法 ホームステイ、ホテル

内容 自主トレ型トライアウト

開催地 フロリダ州ブラデントン

対象年齢 22歳以下

時期 1年中

期間 1週間～

滞在方法 選手寮

内容 キャンプ型トライアウト

開催地 カリフォルニア州ロサンゼルス

対象年齢 15歳以上

時期 1年中

期間 1日～3日

滞在方法 ホテル

内容 自主ﾄﾚ型・ｷｬﾝﾌﾟ型ﾄﾗｲｱｳﾄ

数多くのメジャーリーグを輩出した実績と経験をもとに、スキルアップのために必要な技術・精神力・体力をあら
ゆる角度から分析し、最適な練習プログラムを用意。世界で通用する一流の技術を習得できる本格的なアカ
デミー。

メジャーリーグ機構が都市部の野球振興を図るため、ロサンゼルスに創設。元メジャーリーガーたちがボラン
ティアで地域の青少年を指導。常駐するMLB公認スカウトが個別に技量を審査。事前に動画審査が必要。

野球トライアウトに関するお問い合わせは、ご相談は

0303--62286228--67606760
r yugaku@baseball-com.jp

よくある質問

Q.海外のどんな地域でﾄﾗｲｱｳﾄができますか？
A. ｱﾒﾘｶが中心で、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ、ﾌﾛﾘﾀﾞ、ﾊﾜｲなど、野球がさかんで一年中温暖な地域での留学が可能です。

Q.トライアウト後の入団交渉はどこまで交渉してもらえるのですか？

A.入団交渉は、ﾘｰｸﾞやﾁｰﾑからｵﾌｧｰがあった選手が対象で、ﾄﾗｲｱｳﾄ後に入団が決定するまで交渉ｻﾎﾟｰﾄ
します。ただし、入団時に必要なﾋﾞｻﾞ申請費用、入団後の各種手続きなどは別途費用が発生します。
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■フロリダ・サマーリーグトライアウト

開催地 フロリダ州タンパ

対象年齢 18歳以上

時期 7月上旬～7月下旬

■フロリダ・フォールリーグトライアウト

開催地 フロリダ州オーランド

対象年齢 15歳以上

時期 9月末～11月上旬

シーズン途中加入を目指すべく、スカウト陣が「超即戦力選手」を厳選する夏季トライアウトプログラム。キャン
プ途中に球団と契約を交わし、入団するケースもある。

時期 7月上旬～7月下旬

期間 1ヶ月

滞在方法 ホテル

内容 キャンプ型トライアウト

来シーズンの即戦力を決める年内最後の大型トライアウト。現役マイナーリーガーと交流戦を行い、
実践での安定した成績が求められる。

■テキサス・ウインターリーグトライアウト ■カリフォルニア・ウインターリーグトライアウト

時期 9月末～11月上旬

期間 1ヶ月

滞在方法 ホテル

内容 キャンプ型トライアウト

開催地 テキサス州ヒューストン

対象年齢 18歳以上

時期 1月末～3月上旬

期間 1ヶ月

滞在方法 ホテル

内容 キャンプ型トライアウト

開催地 カリフォルニア州ロサンゼルス

対象年齢 18歳以上

時期 1月中旬～2月中旬

期間 1ヶ月

滞在方法 ホテル

内容 キャンプ型トライアウト

18歳以上のFA選手を対象に行う長期トライアウトプログラム。4月からのシーズン即戦力選手として契約を勝
ち取る。トライアウト途中に入団契約を交わすことも。

1ヶ月間のトライアウトでシーズンさながらのリーグ戦を実現。安定した成績を残した者が、2月中旬から始まる
メジャーリーグ春季キャンプに招待される。

野球トライアウトに関するお問い合わせは、ご相談は

0303--62286228--67606760
r yugaku@baseball-com.jp

よくある質問

Q.海外のどんな地域でﾄﾗｲｱｳﾄができますか？
A. ｱﾒﾘｶが中心で、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ、ﾌﾛﾘﾀﾞ、ﾊﾜｲなど、野球がさかんで一年中温暖な地域での留学が可能です。

Q.トライアウト後の入団交渉はどこまで交渉してもらえるのですか？

A.入団交渉は、ﾘｰｸﾞやﾁｰﾑからｵﾌｧｰがあった選手が対象で、ﾄﾗｲｱｳﾄ後に入団が決定するまで交渉ｻﾎﾟｰﾄ
します。ただし、入団時に必要なﾋﾞｻﾞ申請費用、入団後の各種手続きなどは別途費用が発生します。
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■ MLB公認オープントライアウト ■米独立・ｱﾒﾘｶﾝ・ｱｿｼｴｰｼｮﾝ主催ﾄﾗｲｳｱﾄ ■米独立・ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ・ﾘｰｸﾞ主催ﾄﾗｲｱｳﾄ

開催地 全米各地

対象年齢 16歳以上

時期 6月～8月

開催地 テキサス州、カンザス州

対象年齢 18歳以上

時期 3月中旬～5月上旬

開催地 ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州、ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州

対象年齢 18歳以上

時期 3月末～4月上旬

MLB機構が主催する公認トライアウト。メジャーリーグ各球団の アメリカン・アソシエーションと並び、メジャーリーグの登竜門とも米独立でもっともMLBに近いリーグが主催するオープントライ

時期 6月～8月

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 30球団（マイナー240球団）

シーズン 4月上旬～9月上旬

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 13球団

シーズン 5月中旬～9月上旬

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 8球団

シーズン 4月中旬～9月中旬

MLB機構が主催する公認トライアウト。メジャーリーグ各球団の

担当スカウトが集まり、全国各地で春から夏を中心に開催される。
参加者100人以上が集まるため、短時間でインパクトを与える実
力が必要とされる。

アメリカン・アソシエーションと並び、メジャーリーグの登竜門とも
呼ばれるハイレベルなリーグ。リーグ主催のトライアウトの他、球
団別のトライアウト（全8球団）も行われている。4月中旬からはじ
まるシーズンのベンチ入りを目指す。

米独立でもっともMLBに近いリーグが主催するオープントライ
アウト。所属する13球団別のトライアウトも行われている。5月
から始まるシーズンの即戦力選手として活躍できる高いレベ
ルが要求される。

野球トライアウトに関するお問い合わせは、ご相談は

0303--62286228--67606760
r yugaku@baseball-com.jp

よくある質問

Q.海外のどんな地域でﾄﾗｲｱｳﾄができますか？
A. ｱﾒﾘｶが中心で、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ、ﾌﾛﾘﾀﾞ、ﾊﾜｲなど、野球がさかんで一年中温暖な地域での留学が可能です。

Q.トライアウト後の入団交渉はどこまで交渉してもらえるのですか？

A.入団交渉は、ﾘｰｸﾞやﾁｰﾑからｵﾌｧｰがあった選手が対象で、ﾄﾗｲｱｳﾄ後に入団が決定するまで交渉ｻﾎﾟｰﾄ
します。ただし、入団時に必要なﾋﾞｻﾞ申請費用、入団後の各種手続きなどは別途費用が発生します。
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■米独立・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ・ｱﾒﾘｶﾝ・ﾘｰｸﾞ主催ﾄﾗｲｱｳﾄ ■米独立・ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾘｰｸﾞ主催ﾄﾗｲｱｳﾄ ■米独立・ﾍﾟｺｽ・ﾘｰｸﾞ主催ﾄﾗｲｱｳﾄ

開催地 ﾆｭｰﾖｰｸ州、ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州

対象年齢 18歳以上

時期 4月中旬

開催地 イリノイ州、インディアナ州

対象年齢 18歳以上

時期 4月下旬

開催地 テキサス州、ニューメキシコ州

対象年齢 18歳以上

時期 3月中旬

アメリカ東部地区を本拠地とする5球団で構成される独立リーグ。 テキサス州やニューメキシコ州の温暖な地域で開催されている過去に多くの日本人選手がリーグ内で活躍。独立リーグでは

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 5球団

シーズン 5月中旬～9月上旬

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 14球団

シーズン 4月中旬～9月中旬

期間 1日

滞在方法 ホテル

内容 1日限定オープントライアウト

球団数 8球団

シーズン 5月中旬～9月上旬

アメリカ東部地区を本拠地とする5球団で構成される独立リーグ。
同リーグからは毎年10名ほどの選手がMLBへの切符を手にして
いる。5月上旬から始まるシーズンの最終選抜は4月中旬に行わ
れるトライアウトのみ。

テキサス州やニューメキシコ州の温暖な地域で開催されている
リーグ。2011年に設立された新しいリーグで、日本人ら外国人選
手が積極的に入団している。2～3月には同リーグ主催の長期トラ
イアウトも開催されている。

過去に多くの日本人選手がリーグ内で活躍。独立リーグでは
最多となる14球団によって構成されている。選手のレベルだ

けでなく、リーグ運営形態も高い評価を受けている。シーズン
は4月中旬から9月中旬まで。

野球トライアウトに関するお問い合わせは、ご相談は

0303--62286228--67606760
r yugaku@baseball-com.jp

よくある質問

Q.海外のどんな地域でﾄﾗｲｱｳﾄができますか？
A. ｱﾒﾘｶが中心で、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ、ﾌﾛﾘﾀﾞ、ﾊﾜｲなど、野球がさかんで一年中温暖な地域での留学が可能です。

Q.トライアウト後の入団交渉はどこまで交渉してもらえるのですか？

A.入団交渉は、ﾘｰｸﾞやﾁｰﾑからｵﾌｧｰがあった選手が対象で、ﾄﾗｲｱｳﾄ後に入団が決定するまで交渉ｻﾎﾟｰﾄ
します。ただし、入団時に必要なﾋﾞｻﾞ申請費用、入団後の各種手続きなどは別途費用が発生します。
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