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ご挨拶

ラリグラスの会の歩み
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22歳
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第１回 南アジア野球選手権大会

選手・役員名簿

監　督：ビノッド・パウデル
コーチ：小林 洋平
　　　　アビシ・カリキ
　　　　鈴木 秀利
投　手：イッソー・タパ
　　　　サンディープ・タパ
捕　手：アニール・パリヤー
　　　　スニル・ラマ

選手・役員の言葉
プラディープ・シュレスタ氏
（ネパール野球連盟会長）
ഖڷٶ¦ƤਆǇ४ƄƌƳƌƔƁࠂ¥

ƹȇǡƟƞƷŷƿ¦ࣙƙƈƝƁƜƂƳ

ƐǈƜƌƔ§ࠂƤ¦ƷƘƝ੯ƄƣƈƝ

ǇԆƥƟƆǁƥƟƾƟŹƝߵŹƳƎ§

ネパール代表の戦いぶり
¥�ǡȒȑțǓ¥¥«Ĺ¦ĺӃƤࡐߎොઐƠຘŽƔƷƣƣ¦ĻӃƀƾગ࠶ஊƜľӃǛÀȓǱഫƆ§

¥�ǹǕǡǧț¥¥«ߎ��ौƣฑϖฑ௨ஊƝ৲ବื§ȃÀȈȑțƷƔǁ¦ļӃǛÀȓǱഫƆ§

¥�Ǌǽǔǳǡǧț«۩ಢƤۣӿƕƘƔƷƣƣ¦ƣગ࠶ஊƁ؉ƂĻ༘ౚ§

大会概要
　日程：2011年4月12日から4月17日
　会場：パンジャブ・スタジアム
　　　　（パキスタン・ラホール）
　参加国：パキスタン、スリランカ、
　　　　　アフガニスタン、ネパール
　　　　（インドとバングラデシュが出場辞退）
　試合方式：参加４ヶ国による総当たり戦。
　　　　　　指名打者制。
　　　　　　国際野球連盟規定によるコールド試合あり。

出場までの経緯
¥����వڔ��Ҍࢶ¦ǹǕǡǧț๊༘ฝƀƾǵǹÀȓণഞƠƌ¦ઘĹӃఖǊǠǊ๊ৼڦࡦ

ગӁǇәޅƎǀƣƜǵǹÀȓƠƷࢪतƌƛນƌŹƝƣ॓ƌࢪƁŷƿƳƌƔ§ƈƣ॓ƌࢪƠƙŹ

ƛ¦ǵǹÀȓণഞƁǵǹÀȓ๊ϥЋӁƝ֮װƌƔƝƈǂ¦ǵǹÀȓƜ��వϞझƣ๊۶ໆԖ

ƣ࠾েǇࠛƙÚȑȒǘȑǡƣӁÛƁऊӀƊǁ¦ீӁƷǵǹÀȓࣃƣޝݓગӁࢪतǇุ߶ƎƈƝƜ

ЀƌƳƌƔ§

¥ƒƣ۩¦ǹǕǡǧț๊༘ฝƀƾƣǝȅÀǰƷƆƟƁƾ¦ǵǹÀȓ๊༘ฝÎ0$(ÏƁಓ

§ƒƌƛ¦����వڔ�ƠƤ๊༘ޝݓฝÎ+$#(Ïƀƾ࣭భƊǁƳƌƔ§އ୴ƠƤ¦����వ

گฝƣ+$#(ғฝƁࠬƠ࣭భƊǁǀ༘ƠܶǄǁǀ+$#(ƣਆӁ֮ƠſŹƛ¦ǵǹÀȓ๊ڔ��

§ƁঘӔƠభƶƾǀƈƝƝƟƿƳƌƔƴƜƎ§ƈǁƠƽƿ¦ǵǹÀȓƣ๊ݠ

大会結果

ネパール野球連盟

¥ӁतƣǹțǠȋǾªǡǧǠǊȈ§ේຢƤझ

तƜ¦ȆǎțǱƝӞ๊ǽǏțǡƤગӁਂత֥

ƠƊǁƔ§ǰȑǫǗƝǽǋÀȓǱƣӔƠ

ƤǛțǗȒÀǰƣȔÀȓƁഡƀǁƛſƿ¦Ӟ๊

§ǄǁƔߵƕƝڵƠƤչࡦ

選手選考会
¥����వڔ���త¦ȅǓȑƣǸȓǸǰȑªǣǓțǨȒªǡǗÀȓƣǘȑǎțǱƠƛકৼࡦৼܯӁƁܶƟǄǁƳƌƔ§

§ϥЋƝƌƛғǄƿƳƌƔܯາƣ໖บƁȅǓȑƠഭƂ¦ৼƤ��บ§ȑȒǘȑǡƣӁƀƾƷ¦ࣦຈൟ¦༃ึࡐғߐ

¥ৼܯӁƜƤ��Oੈ¦ѥழ¦٧ࠬ݉ࠌƠƽǀࡥƝڈƟƞƣڷࠌǇܶ

ŹƳƌƔ§ƳƔ¦ƈǁƠғŽ¦ศڷࠌƁܶƟǄǁ¦કƝƌƛƣॊܟ

Ž¦ҘƣѰљƁŷǀƀƟƞƣ࠽เƁƊǁƳƌƔ§ǵǹÀȓƜƤ¦ޑٶ

୴ƟືƟƞƜ¦๊ǇƎǀƈƝƠƎǀҘƣືӂƁ௨ƾǁƟŹƈƝ

ƁࣧƟƄŷƿƳƐǈ§࠾ࠔ¦ӒӞƜࢪҤƃƝŹŻືƜݣӃƣৼܯӁ

ƣߐғǇశƌƔৼࡦƷҏบƀſƿƳƌƔ§

��บǇժƵ��บƁǵǹÀȓ๊ࡦƎƝſƿ¦ৼࠤ୴ƠƤ¦ϞҌƠއ¥

§ŹƔƌƳƌƔୖڎҘકǩÀȈƝƌƛݓƣࣃ

内野手：ビン・タマン
　　　　ラジェス・バスネット
　　　　ラジェス・パリヤー
　　　　ノビン・アレー
外野手；ラム・パリヤー
　　　　アニール・バスネット
　　　　ゴビンダ・パリヤー
　　　　ビジェイ・グルン
役　員：プラディープ・シュレスタ
　　　　パダム・カリキ
　　　　ビレンドラ・ヒラチャン

ビン・タマン選手（副主将）
¥ƴƟƊǈƣſДƜƈƣગӁƠࢪतƎǀ
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大会の様子
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　　　　ゴビンダ・パリヤー
　　　　ビジェイ・グルン
役　員：プラディープ・シュレスタ
　　　　パダム・カリキ
　　　　ビレンドラ・ヒラチャン

ビン・タマン選手（副主将）
¥ƴƟƊǈƣſДƜƈƣગӁƠࢪतƎǀ

ƈƝƁƜƂƳƌƔ§ŷƿƁƝŻƉƋŹƳ

ƌƔ§ࣙƛƟƄƛӉƌŹƜƎ§ƈǁƀƾ

ƷƘƝ༕ƌƛझࡦƄƟƿƔŹƜƎ§

大会の様子

チーム PAK SRI AFG NEP

1

2

3

4

勝 敗 分 得点 失点

パキスタン

スリランカ

アフガニスタン

ネパール

－

●

○
8 - 2 21 - 1 * 21 - 0 *

2 - 8 15 - 0 * 20 - 0 *

1 - 21 * 0 - 15 * 19 - 11

0 - 21 * 0 - 20 * 11 - 19

3 0

0

2 8

47

60

37

20

11

順位

○ ○

○

○

○

● ●

●●●

3

3

0

0

0

0

50

1－

－ 1 2

－

ÚúÛƤǛÀȓǱ݉ࠌ
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ネパール人初のプロ野球選手誕生
¥ǵǹÀȓƜȑȒǘȑǡƣӁƣ๊߶ǇƆƛƂƔǌǫǥÀªǧǹٕƁ¦����వ

ࣃ٦๏¦ǵǹÀȓॣࡦȃÀǗǡǱȒÀȈƝৼޥդল௰ແȒÀǘƣગƠǿȕ๊ڔ��

ƣǿȕ๊ৼࡦƝƟƿƳƌƔ§

イッソー・タパ選手
22歳
投手　右投右打

イッソー・タパ選手の言葉
¥ÚȑȒǘȑǡƹ߷љࡐƣӕƊǈƣſƀƇƜ¦ǿȕ๊

ৼࡦƠƟǀƈƝƁƜƂƳƌƔ§ƷƘƝझࡦƠƟƘƛ¦๊

ǇҤƇǀƽŻƠƟƘƛ¦ҘƣবԖǇԈƠƌƔتƜſ

ŹƜƎ§ƒƣƔƶƠƷ¦ƈǁƀƾ༕ǇմƿƳƎ§

ȃÀǗǡǱȒÀȈƣ݉ࠌǇ՝ƠຢƛƄƕƊŹ§

¥ǵǹÀȓƜ๊ǇƶƔŹƜƎ§ǵǹÀȓ๊ƣƉ߷

љǇƽǂƌƄſնŹƌƳƎ§Û

¥ગޥȃÀǗǡǱȒÀȈƣ݉ࠌǇ՝ৣƠſэƌҌƊŹ§݉ࠌతƤગޥȃÀǗǡǱȒÀȈƣȃÀȈȂÀǠ

Î�JVVR���JCYMUFTGCO�EQ�LR�KPFGZ�JVONÏƜƉӼభҌƊŹ§

イッソー・タパ選手、プロ野球への道のり
¥����వ¥ȑȒǘȑǡƣӁƣ๊۶ໆԖƠƽƘƛ๊Ǉ߭ƶǀ§

¥¥¥ ¥¥Ϟ۩¦ŀవբƠஙƿ๊ǇƆ¦ہƣȒÀǨÀ୴Ɵ੨ޟƝƟǀ§

¥����వ¥๊۶ໆԖ��వǇڄŽǀƠŷƔƿ¦ǵǹÀȓƣৼࡦǇ࣯Ƃతේƣ๊ǇڷٶƊƐǀƈƝƁٽҸƊǁǀ§

§ຢతࣃȑȒǘȑǡƣӁƣ࣯មƠƽƿ¦ڔ���¥¥¥¥¥

¥¥¥�¥¥ǵǹÀȓॣƝƌƛࣃƶƛ௰ແȒÀǘƣదǮǡǰǇƆǀ§ĽӃƣǮǡǰǇƆǀƁ¦ਆƛഖ݉Ӹ§

¥����వ¥తේƜƣڷٶǇԖƀƌǵǹÀȓƜ۩ౠǇ߶ƎǀƝƝƷƠ¦ࠧƾƷ༕ƠƵ§

§বƝƟǀȃÀǗǡǱȒÀȈƣ༕ޥƢƛગڙຢత§దǮǡǰǇކ�¥¥¥¥¥

¥¥¥§ƝƟǀࡦৼƣǿȕ๊ࣃ٦๏§ǵǹÀȓॣࡦȃÀǗǡǱȒÀȈƝৼޥ��త¦ગڔ��¥¥�¥¥¥

日本での活動

2011年度　活動計画
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þǌǫǥÀªǧǹٕƣతේবԖ߷љ þඓԖ

þǵǹÀȓƭƣ๊ع þǵǹÀȓªǡǧǯǋÀǬǊÀ

þǵǹÀȓॣৼࡦƣతේ࣯ម þǵǹÀȓہ๊߶Ћڳ

þǿÀȓԆГગԆǵǹÀȓڪÎ๊۶ໆԖ߷љÏ þӞॣݓǇकƝƌƔੂ๊࠸

各種メディアによる報道
¥௱౪्൙Î����వڔ����త¦ଗԵગޥಫÏ¦ǡȅÀǬǳǫȅțÎ����వڔ����తÏ

¥ગޥతత्൙Î����వڔ����తଗԵÏ¦෦త्൙Î����వڔ����తԵÏ¦

¥௱౪्൙Î����వڔ����తગޥಫଗԵÏ¦ǡȅÀǬǳǫȅțÎ����వڔ���తÏ¦

��తଗԵÏڔ����త݈Ï¦෦త्൙Î����వڔ��ԵȁÀǡȄÀȓÎ����వ¥

¥ƒƣ੮¦ǌțǧÀǵǫǰǳȍÀǡƠ੯ঊޜ٭§

¥����వڔ���తÎதÏǿÀȓԆГӁ

ƜԖඓݒǇƊƐƛŹƔƕƂƳƌƔ§

プール学院同窓会

¥����వڔ����తÎதÏǿÀȓԆГગԆગԆ

§ŹƔƌƳƌƔஂࢪƜǵǹÀȓǓȔÀҀǇޗ

プール学院大学学園祭

¥����వڔ��తÎதÏ¦�తÎతÏƝȗț

ȗÀȓǱǽǏǡǮǋǸȓƠஂࢪƌ¦Ԗƣ

ऊӀƝஂࠤǇܶŹƳƌƔ§

ワンワールドフェスティバル

¥వբ��Ӄƣ݉ࠌƹ༕ƣԖǇܶƟŹƳ

ƌƔ§ீǩÀȈƤખཇƹǵǹÀȓƣ້Ԇব

ƷޟƌƛŹǀޝݓऽණƀƟǩÀȈƜƎ§

草野球 13歳当時のイッソー・タパ選手

初来日 ネパールで後輩を指導 大阪ホークスドリーム入団

入団を伝える各紙 オープン戦に登板 河野勝平選手と



ご挨拶

ラリグラスの会の歩み

¥ƈƣணƣஶతේગॢޒƠƽƿޒƊǁƔӕງƠॊƽƿſگളŹ॓ƌझƇƳƎ§ࠂƁગԆޟԆ

ƠǵǹÀȓƜƣ๊ऊӀԖƠդǄƾƐƛŹƔƕŹƔƣƤ¦ࠂƁ݄ܝĺవবƣࠜƠդǄƘƔॖޥ

༟ગॢޒƜƣȄȑțǮǋǊԖƣڷٶǇԖƀƌƔŹƝƣߵŹƀƾƜƌƔ§

¥����వ๊¦ڔ�ƁਆƄƾǁƛŹƟŹǵǹÀȓƜÚ๊ƀƾ߭ƳǀईյǇƶƽŻ®ÛƝԖ

Ǉә߭§ԖǇସƌ¦װௗƣমॖǇԆƨ¦ƈǁƳƜ੯ƄƣԆবƁǵǹÀȓƜƣ๊ԖǇڷ

ƎǀƈƝƁƜƂƳƌƔ§

¥ÚƈǁƁȄÀȓƜƎ§ÛƀƾǡǧÀǰƌƔԖƷݣవƜ��వุǇڄŽƳƎ§ӕງƀƾƣƉ߷љ

Ơ¦ॊƀƾՂ॓ࡑƌझƇƳƎ§

¥ǲȆǡǮ§����వணƤÚȑȒǘȑǡƣӁÛƠƝƘƛ༊ߩ୴Ɵ�వƝƟƿƳƌƔ§ǵǹÀȓॣࣃ

ƣǿȕ๊ৼࡦૐব¦ǵǹÀȓ๊༘ฝಓ¦ǵǹÀȓࣃƣޝݓગӁࢪतƟƞվƌŹࢪຢࠔƁ

ƂƳƌƔ§ƈǁƾƣƈƝǇุ߶ƎƔƶƠ۶ໆԖǇƆƛƂƔǄƆƜƤŷƿƳƐǈƁ¦ԖǇ

ƆƛƂƔƀƾƈƒঢƌঁƇƾǁƔƝӕງƣƉ߷љƣࠐൊƕƝߵŹƳƎ§ƈǁƳƜǵǹÀȓ๊

§ƌझƇƳƎ॓ࡑƠդǄƾǁƔਆƛƣඝ½ƠॊƽƿՂ

¥ÚȑȒǘȑǡƣӁÛƣԖǇܛƠศ౸ƄƌƛŹƄƔƶƠƷ¦ݣ۩ƝƷƉ߷љ¦Ɖװ¦Ɖরљ

ƄƕƊŹƳƎƽŻॊƽƿſնŹ॓ƌझƇƳƎ§

Ӂଥ¥ࣶܒ�इ

ક¥ࣦ�ຈൟ
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ઘĻӃȅǓȑªȁÀǡȄÀȓǰÀǲȉțǰәޅÎڔ�Ï

ǸǗǧǿȓƠƛ¦ȅǓȑ¦ǓǰȆțǢƣĺǩÀȈ¦ǸǗǧǿȓƣٽļǩÀȈƠƽǀǰÀǲȉțǰગӁǇәޅ§

ઘ��ӃÎŁڔÏ

ઘ��ӃÎŁڔÏ

ઘ��ӃÎŁڔÏ

ǓǰȆțǢગԆƝȅǓȑৼಘƜ݉ࠌǇܶƟŻ§ÎȅǓȑৼಘƁࣙາÏ§ઘŀӃÎŁڔÏ

§ƁƆƾǁƛŹƔƣǇӼభƌ¦ȓÀȓǇॊƝƌƔऊӀ๊

§ƆǀƝӁ¦Ɖ߶Ǉ߿ǧǌǔÀǡՒ௬ƣֲஎ֫ॖޥڹ

ǊȆªǟțªǣǓțǨȒÀǡǗÀȓƜĺǩÀȈǇޮƿ¦ৣܕǇәޅ§

ǊȆªǟțªǣǓțǨȒÀǡǗÀȓƣԆব��บƝ๊۶ໆǇ߭ƶǀ§

ઘ��ӃÎŁڔÏ

ઘŁӃÎŁڔÏ

ઘ��ӃÎŁڔÏ

ઘľӃÎĺڔÏ

ઘĿӃÎŁڔÏ

ઘļӃÎĺڔÏ

ઘĽӃÎŁڔÏ

ઘĺӃÎĺڔÏ

ઘĻӃÎŁڔÏ

ઘĹӃÎŁڔÏ

野球交流活動＊

2011年
2010年

2009年

2008年

2007年

2006年
2005年

2004年
2003年

2002年

2001年

2000年
1999年

ઘĹӃఖǊǠǊ๊ৼڦࡦગӁәޅ¦ǵǹÀȓકǩÀȈߐғƭƣ߷љԖ

ǌǫǥÀªǧǹٕǇతේƠކƨ࣯ម¦ગޥȃÀǗǡǱȒÀȈƠద§

ȅǓȑǷǎǡݿ
§�ڔ�


ڳஎ௮ǇںƝƌƛࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ��§

ઘĻӃȑȒǘȑǡªǵǹÀȓǬǊÀ
§�ڔ�

ǌǫǥÀªǧǹٕǇతේƠ࣯ម¦ǵǹÀȓॣƝƌƛࣃƶƛǿȕ๊௰ແȒÀǘƣదǮǡǰǇڷ§

ȗțȗÀȓǱǽǏǡǮǋǸȓƠஂࢪࣃ¦Ϟ݁෦Ӄஂࢪ§


ڳ൜ǇƝƌƛோѼࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ��§

ǓǰȆțǢƝǸǗǧǿȓƜ๊ǇऊӀ§

ઘĺӃȅǓȑªȁÀǡȄÀȓǰÀǲȉțǰәޅÎڔ�Ï

ઘĺӃȑȒǘȑǡƣӁǵǹÀȓǬǊÀ
§�ڔ�

ȑȒǘȑǡƣӁƝƌƛƣઘĹӃǵǹÀȓǬǊÀ§

§�ڔ��
ƝƌƛȅǓȑǷǎǡǇແܝతේ۰Ԇڙࣄฏࠔہ


ڳƝƌƛࣦຈൟǇࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ��§

తේ۰߳ƝƌƛࠃҼ٩ື߰¦ࣦ݆ߩ¦ƟƙƴǇڳ§

ઘĹӃȅǓȑªȁÀǡȄÀȓªǰÀǲȉțǰәޅ§
�ڔ��

§ÚȑȒǘȑǡƣӁÛƁಓғƌƔŐŃª1)ƁॊƝƟƿ¦ǵǹÀȓƜ๊ߐ۶ໆԖƠ๊


ڳǇЬࣳߎƝƌƛࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ���

ȃÀȈȂÀǠǇә§


ڳǇ๋ژƝƌƛђஎࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ��§


ڳЋƝƌƛҦਤЙๅǇࡐ߶ہ����వڔ�Å����వڔ��§

§ޅǰÀǲȉțǰગӁǇәܕܝƣȅǓȑ߲ఊԆࣃ

主な活動

ú๊۶ໆԖ«ǿÀȓԆГગԆƣڪবſƽƨȑȒǘȑǡƣӁƣӁЋƁǵǹÀȓƭ

ܶƂ¦ہƣসࣧవƝ๊ǇƎǀƣ۶ໆǇܶƟŻ§ֈբƤĹӃƠƙƂ๏Ļբ§

2010年度　会計報告
収入 支出

����వƀƾƣّэت

Ӂೕ

տഗªඇت

ǌȁțǰద

ద߆

科目

ٽ݉ ٽ݉

ඓޮݒঢೕ

ǵǹÀȓ๊Ԗೕ

ǌȁțǰஂࢪೕ

ೕ߆

金額（円）

����వணƭƣّэت

�������

�������

���������

������

�������

���������

�������

������

���������

�������

�������
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科目 金額（円）

ご協力者の皆様
Ϻງ θᡘۻࢭງ ৄஎׁࣨງ ৄේఈܠງ ϟஎຈ߰ງ ನહ٪ఛງ ϟோߨງ Єतऀڶງ

ϺझЀງ Ϻझׁлງ Ҙࠟງޟݣ ੬ງݣ հৎψງ հޤງ ఊ߰ܢງ ఊ੬ೢ֔߰ງ

Й๊պ߰دງ ںਙ߰ງ ণఛງܠ ੰஎೢງ Ѽശ߰ࣁງ Ѽේງ Ѯ๊ણງ ǒǶȎȇǛງ

Ԍࣶ֖߰ງ ࠫற٢ງ ғЛঢ়કೢງ झൟߨܮງ ҟ੬߰ٯງ ǕǶǠງ ්ේೢঢ়߰ງ ઉׁງߑ්

ੂ૫٢ఽງ ඝƽƌ٩ງݓ ǛǌǙǟțǠງ¥¥¥¥ ઞງ ࣦअ߰ງ ࣦ݆ߩງ ࣦາࢯງ
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��తǩȋȒǮǋǣȇǲÀƠຢƛŹƔƕŹƔඝڔ�

ŉőªǾȕǘƜǵǹÀȓƣ๊Ǉޜ٭ƌƛŹƔƕŹƔඝ
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úǌȁțǰƜࡣƟƷƣƤ¦ȗțȗÀȓǱǽǏǡǮǋǸȓƝǩȋȒǮǋªǌȁțǰƜƎ§

úǵǹÀȓ๊ԖೕƜࡣƟƷƣƤ¦ఖǊǠǊગӁߐғƝǌǫǥÀªǧǹٕƣ࣯មƠդǄǀೕƜƎ§

ÎǾȕǘÏJVVR���COGDNQ�LR�PGRCNDCUGDCNN�



ラリグラス通信
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ネパールに野球を。ネパールに笑顔を。

ネパールで野球「ラリグラスの会」会報誌

第１回　南アジア野球選手権
ネパール代表チーム

ネパール人初のプロ野球選手
イッソー・タパ選手（左）
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ディワカジ・タパ 様
ゴルカバザール(ネパール料理店)店長
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