ご挨拶

平素はネパール野球ラリグラスの会に温かいご声援を賜りましてありがとうございます。
「ラリグラス通信２０１９年度増刊第１号」を発行するにあたり、ご挨拶を申し上げます。
さて、２０２０年に東京オリンピックを控え、各競技の予選も本格化しております。野球
に関しましては、ネパールにとってその実質的な第１次予選となる西アジア野球大会が７月
にスリランカで開催されます。それに先立ち、ネパールでは、去る５月にこの大会へ向けて
の代表選手選考を兼ねた「第２回ネパール全国野球大会」が開催され、２３名の代表選手が
選ばれました。現在、ネパール代表チームは７月の大会に向け、練習に励んでおります。

また、先日はネパールの国家スポーツ評議会の副会長が来日し、スポーツ庁や全日本野球
協会などを訪問するほか、プロ野球観戦を行いました。既にご案内のとおり、本年は当会が
ネパールで野球を通じた交流活動を始めてから２０年の節目の年にあたります。ゼロから始まったネパール野球
ですが、近年では、野球は政府機関でも認知度が高まっており、ネパール野球の更なる発展が期待されます。
更に本年は、８月に福島市で開催される世界少年野球大会にネパールが２年連続で参加するほか、11月には世
界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）の総会が大阪府堺市で開催されます。堺市は当会の活動の原点となった
プール学院大学があった場所であり、活動２０周年の記念すべき年に堺市でＷＢＳＣの総会が開催されることは
灌漑深いものがあります。
さて、２０年に渡る活動の中で、ネパール野球を取り巻く環境も活動開始当初とは大きく変わっております。
そんな中、当会では、２０年目の今年を転換の年と位置づけ、今後の活動に取り組んでまいります。今後とも何
卒よろしくお願い申し上げます。
ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会

理事長

活動20年目の集大成
新聞での紹介
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野球から広がる笑顔の輪

コラム「ヒマラヤを北に臨む国、ネパールの野球」

第２回ネパール全国野球大会2019
２０１９年５月９日から３日間に渡り、「第２回ネパール全国野球大会２０１９」がカトマン
ズに隣接するラリトプール市でネパール野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）の運営により開催さ
れました。
この大会は、２０１９年７月にスリランカで開催され、２０２０年の東京オリンッピックの実
質的な第１次予選でもある「第１４回西アジア野球大会２０１９」にネパール代表として出場す
る選手の選考会も兼ねており、代表入りを狙う選手たちが熱い戦いを繰り広げました。

大会概要

ＬＢＳＣ

バクタプル
ライジングスターズ

第51回（2019年4月15日掲載）
「国際大会へ、ネパールを応援する人々」
日本ではプロ野球も開幕し、今年も本格的な野球シーズンが始まった。去る３月３１日、関西独立
リーグも開幕を迎え、06ブルズ対和歌山ファイティングバーズ戦が06ブルズの本拠地である花園セン
トラルスタジアムで行われた。同リーグは今年、ベースボール・ファースト・リーグから改称、新た
に堺シュライクスも加わり新しいスタートを切った。06ブルズからは選手が使用していたユニフォー
ムを毎年ネパールにご寄付いただいており、この日はグラウンドでその贈呈式が行われた。贈呈式に
は私とネパール代表チームの主将であるイッソー・タパ氏が参加し、村田辰美監督（元近鉄バファ
ローズ）からユニフォームが手渡された。このユニフォームは、７月の西アジア野球大会（開催国ス
リランカ 7/1～7/6）に出場するネパール代表選手に手渡され、練習着として使われることになる。

■開催日：２０１９年５月９日から１１日
■会場：マルポカリ・グラウンド（ラリトプール市）
■主催：ネパール野球ソフトボール協会
■出場チーム
ポカラ・イエティーズ、 バクタプル・ライジングスターズ
ゴルカクルー、 Armed Police Force（ＡＰＦ）、
ラリトプール野球ソフトボールクラブ（ＬＢＳＣ）
■試合形式
Ａ、Ｂの２組に分かれて予選リーグ
各組上位２チームによる決勝トーナメントと３位決定戦
Ａ組（ＡＰＦ、ＬＢＳＣ、バクタプル）
Ｂ組（ゴルカクルー、ポカラ・イエティーズ）
■大会結果
優勝：ＬＢＳＣ、 準優勝：ＡＰＦ

ＡＰＦ

URL：http://www.japan-baseball.jp/jp/news/tag/ネパール

ところで、06ブルズの他にも様々な形でネパールを応援している人々がいる。そのひとりが、シン
ガーソングライターの佐野碧（さの あおい）さんである。私はネパール野球の活動の中で、佐野さん
のお母様と知り合ったことがきっかけとなり、佐野さんと出会った。佐野さんのお母様はネパールに
住んでおられ、ネパールで30年以上に渡り学資支援をされている方である。
仙台出身である佐野さんは楽天イーグルスの公式戦で試合前に国歌斉唱を行ったことも何度かあ
る。楽天イーグルスといえば、2015年にネパールで大地震が発生した際、いち早くネパールの復興支
援に乗り出し、公式戦での募金活動などを行った球団である（第15回「東北楽天イーグルスのネパー
ル支援」参照）。

ゴルカクルー

ポカラ
イエティーズ

大会の様子
■開会式
試合に先立ち、開会式が行われました。開会式にはネパール国家スポーツ
評議会のピタンバル・ティムシナ副会長が主賓として招かれました。

■試合
時間の関係で試合はほとんどが５回から６回まででしたが、全体的に打撃戦が多く、１０点を超える試
合が多く見られました。
決勝戦は、前回優勝のＡＰＦと初出場のＬＢＳＣの対決となりました。試合はＡＰＦの優位な展開で進
みましたが、最終回にラリトプールが２アウト２ストライクから７点差を逆転しサヨナラ勝ちという劇的
な幕切れで初優勝を勝ち取りました。

また佐野さんは、このネパールでの大地震の復興支援を行うべく、2016年4月にネパールの世界遺
産バクタプルでヒカリと音楽を届ける「HIKARI SONG GIFT」というチャリティーイベントを始める
など、ネパールを支援する活動に取り組んでおられ、今年は4月20日にネパールのドラカで同イベント
行う予定である。
様々な音楽活動をされている佐野さんだが、その中で「野球の虫」というシングル曲も出してい
る。実は、佐野さんは野球少女で、小学校4年生から6年生まで少年野球チーム、中学校１年まではリ
トルリーグでプレーしていた。そして、この曲は佐野さんが所属していた少年野球チームの監督が書
いた詞に佐野さんが曲をつけた楽曲となっている。また、女子プロ野球の埼玉アストライアの片平晋
作元監督が逝去された際には、同球団の選手たちの片平監督への思いをもとに「夢の星」という曲を
作られた。
佐野さんは語る。「音楽やネパールの活動を続けてこられた
のは、野球をやっていた頃の情熱が今でも生きているから。そ
して一人ではなく、みんなでこそ広がる夢を知っているから。
大好きなネパールの野球を心より応援しています！」
私たちは「野球から広がる笑顔の輪」を合言葉にして野球を
通じたネパールとの交流活動を行なっている。一方、佐野さん
は音楽でネパールへ夢と希望を届けている。方法は違うが、目
指すところは大いに通ずるものがある。今後もともにネパール
を応援していきたい。
さて、冒頭で述べた西アジア野球大会は東京オリンピックの
実質的な1次予選となっており、出場するネパール代表選手
は、前述した佐野さんのネパールでのイベントからほどなく、
5月上旬ネパールで開催される「第2回ネパール全国野球大会」
で選出される。日本でも様々な人々がネパールを応援してい
る。選手の奮闘を期待したい。

２
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侍ジャパン 公式ウェブサイト
当会では、２０１５年４月より、野球日本代表「侍ジャパン」の公式ウェブサイト内のコラム
「世界の野球」において「ヒマラヤを北に臨む国ネパールの野球」と題したネパール野球を紹介
する記事を執筆させていただいております（不定期更新）。ここに、最近のコラムの中から２つ
の記事を紹介させていただきます。

■試合結果
予選

グループＡ

決勝トーナメント

順位

チーム

A

１

ＡＰＦ

−

２

ＬＢＳＣ

３

バクタプル

9 - 24

0-8

L

バ

24 - 9

8-0

−

勝

敗

２

０

パキスタン
ＡＰＦ

18 - 8

ゴルカクルー

１

１

ＬＢＳＣ

14 - 7

ポカラ

０

２

7-1

ゴルカクルー

15 - 14

ＡＰＦ

15 - 11

−

11 - 15

準決勝

３位決定戦
ポカラ

第48回（2019年2月13日掲載）「アジア野球連盟総会」
去る2月19日、台北でアジア野球連盟の総会が行われた。アジア野球連盟の総会は2年に1度開催さ
れており、今回は新規加盟のラオスを含む16の国と地域が参加した。ネパールからはネパール野球ソ
フトボール協会（NBSA） のディパック・ネウパネ事務局長を始め、私やネパール代表チームの主将
であるイッソー・タパ氏（NPO法人ネパール野球ラリグラスの会副理事長、社会人硬式野球チーム・
ナインフォース所属）ら計4名が出席した。
総会では、ここ2年間の活動報告の他、今後の各種大会の予定も発表された。ネパールとしては、
東京オリンピックの実質的な1次予選でありネパールも出場を目指している西アジア野球大会につい
て注目していた。この大会は当初、3月か4月の開催が予定されていたが、これについても今年の6月
29日から7月6日にスリランカで開催されることが発表された。西アジア野球大会の日程が決まったこ
とで、今後はネパール国内でも代表選手選考のための国内大会の準備を進めていくこととなる。
また、総会では役員の選挙も行われ、全日本野球協会会長の山中正竹氏が副会長に選出された。山
中氏は1992年のバルセロナ・オリンピックで日本の監督を務めた人物であり、現在は侍ジャパン強化
本部長も務めている。山中氏の他には、パキスタン野球連盟のアリ・シャー会長、インドネシア野球
ソフトボール連盟のアンディカ・モノアルファ会長が理事に選出された。また、スリランカ野球ソフ
トボール協会のファジール・フセイン氏が西アジア統括ディレクターに任命された。

予選

グループＢ

順位

チーム

ポ

１

ポカラ

−

２

ゴルカクルー

7 - 13

−

敗

１

０

０

１

決勝
ＬＢＳＣ

決勝戦終了後、閉会式が行われました。閉会式には、主賓として連
邦下院金融委員会のクリシナ・プラサド・ダハル委員長が招かれ、優
勝・準優勝やベストナインの表彰が行われました。
尚、最高殊勲選手には、決勝戦で好投し本塁打も放ったＬＢＳＣの
イッソー・ケーシー選手が選ばれました。

ラリトプール野球ソフトボールクラブ

代表

ビピン・バジラチャルヤ氏
最終回、大差をつけられ２アウト２ストライクと
追い込まれていたとしても、勝つ望みを捨てなけれ
ば何かが起こり得る。前回優勝のＡＰＦに対してこ
んな結末を迎えることができたなんて信じられな
い。大会を主催したネパール野球ソフトボール協会
に感謝したい。

野球用具の贈呈
大会期間中には、日本の支援者の皆様からご寄付いただいた野球道具が選手
たちや学校に手渡されました。

山本健様
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13 - 7

勝

■閉会式

私はネパールが国際野球連盟に加盟した2013年からアジア野球連盟や世界野球ソフトボール連盟の
会議に出席している。このような会議に出席することは、各国野球連盟の役員の方々などと直接話を
することで他国の事情を知ることができるので、ネパール野球の活動を進めていく上で大変有益であ
る。また、イッソー・タパ氏にとっては今回が初めての出席となった。これまで選手として西アジア
野球大会などに出場していたイッソー・タパ氏だが、今回総会に出席したことで各国野球連盟の役員
との新たな繋がりもでき、今後は活動の幅がさらに広がっていくことであろう。
総会の場では、NBSAのディパック・ネウパネ事務局長と今後の予定や5年から10年後の構想な
ど、将来のネパール野球についての議論を行うこともできた。しかし、台湾から帰国後、残念な
ニュースが飛び込んできた。2024年のパリオリンピックの開催都市枠で提案される追加競技候補に
野球が選ばれなかったため、野球が再びオリンピックから除外される可能性が濃厚となった。東京オ
リンピックでの野球復活を目指して各国の野球関係者が多大な努力をしてきたし、野球のオリンピッ
ク復帰で野球に目を向けた国もあったことであろう。そう思うと残念でならないし、野球にとっては
大きな痛手である。ただ、悲観ばかりもしていられない。今回総会に出席したアジアの仲間たちとも
協力しながら、今後も世界の野球発展に尽力していきたい。

ゴ

株式会社ファンケル様

若鷲ソフトボールスポーツ少年団様
（６月２日付の南日本新聞でも報道されました。）
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第14回BFA西アジア野球大会2019
２０１９年７月１５日から６日間に渡り、スリランカで「第１４回ＢＦＡ西アジア野球大会
２０１９」が開催されます。今回は初めてスリランカでの開催となります。ここで、大会の概
要と西アジア各国の野球事情などについてご紹介いたします。

社会人硬式野球チーム NineForce
当会は奈良県山添村を本拠地として活動している社会人硬式野球チーム
「NineForce （ナインフォース）」の運営母体となっております。
以下、ナインフォースの活動についてご報告いたします。

奈良県野球連盟への加盟

大会概要
■大会名：第１４回ＢＦＡ西アジア野球大会２０１９
(BFA West Asia Baseball Cup 2019)
■開催日：２０１９年７月１５日から７月２０日
（当初は７月１日からの開催予定でしたが変更になりました。）

■主 催：アジア野球連盟
■会 場：Sri Lanka – Japan Friendship Ground（スリランカ・コロンボ）

この度、社会人硬式野球クラブチーム NineForceは、
日本野球連盟（奈良県連盟）に加盟を承認されました。
チーム創設９年、連盟加盟というチーム創設時からの
大目標を果たすことができました。これからは、社会人
硬式野球の公式戦に参戦することになり、野球チームと
してさらに発展していくため、引続き応援などをよろし
くお願いいたします。

NineForceご紹介・メンバー募集

参加国の紹介
（注）WBSCランキングは2018年12月17日発表のものです。WBSC
（世界野球ソフトボール連盟）のランキングは過去４年間のWBSC主催
または公認大会での成績に基づいて順位が決められます。

イラク
（WBSCランキング 72位）
西アジア野球大会には、これまで2015
年と2017年に出場しています。過去２回
の大会は全敗。いずれも予選リーグで敗退
しています。
2004年にイラク野球連盟が設立され、
現在では19個のクラブチームがあります。
■過去３大会 ： 2013年 不参加 / 2015年 ４位 /
2017年 ５位
■統括組織：Iraqi Baseball Federation

パキスタン

（WBSCランキング 24位）

2017年の前回大会で準優勝したほか、これまでに何度も優勝を勝ち取っている強豪国です。
パキスタンで本格的に野球が始まったのは、1992年のことです。前パキスタン野球連盟会長
のカワール・シャー氏によってパキスタンに野球が伝えられました。またこの年、パキスタン
野球連盟が創設され、全国１０チームによる野球大会が開催され
ました。その後も野球普及に積極的に取り組んでいて、全国野球大会や
州対抗の野球大会が毎年行われています。
■過去３大会： 2013年 優勝 / 2015年 優勝 / 2017年 準優勝
■統括組織：Pakistan Federation Baseball

4

社会人公式野球クラブチームNineForceは、選手だけで新しい硬式野球
チームを創り上げています。コンセプトは「硬式野球がしたい、挑戦した
い人にその環境を提供する」。
・硬式野球が好き
・硬式野球をしたい、携わってみたい、挑戦したい
・怪我等の諸事情で硬式野球を断念せざるを得なかった
・硬式野球をしたかったけど、その機会・場所・チームがなかった
・海外野球に興味がある
・マネージャー、コーチをしたい、してみたい
など、そのような思いのある方でしたら男女、年齢、経験は問いません。
野球活動だけでなく、
・ＮＰＯ法人「ネパール野球ラリグラスの会」との提携で野球を通じた
国際貢献・交流活動
・知的障がい者ソフトボールチーム「ぐれいと ぶっだ」との交流
・本拠地としている奈良県山添村への地域貢献活動
など、自チームの野球活動だけでなく、国際協力やさまざまな交流活動も
活発に行っています。
そんな我々ですが、
所属メンバーの年齢層：15～48歳
メンバー居住地：奈良県、大阪府、京都府、滋賀県、三重県、兵庫県
主な活動場所 ：奈良市、大和郡山市、三重県伊賀市、京都府城陽市、
大阪府羽曳野市など
メンバーに関する実績：
海外、他のクラブチームでプレー、私立高校野球部への入部など
新しい概念での野球活動をモットーにしているので、「厳しそう」、
「レベル高そう」というイメージは一旦置いてください。興味のある方、
是非ご連絡お待ちしております。
【お問い合わせ先】
■ホームページ：https://www.9force.net/
■メール：baseball@9force.net ■電話：090-6606-6976（森本）
選手、マネージャー、サポートいただける方、オープン戦募集中...
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Youtubeチャンネル
「キエチャンネルNineforce」

北海道ベースボールリーグ

イラン

２０１９年４月２５日、北海道ベースボールアカデミーが運営団体とな
り、２０２０年春の開幕を目指しているプロ育成リーグである「北海道
ベースボールリーグ」（ＨＢＬ）設立の記者会見が札幌で行われ、当会の
小林理事長も出席いたしました。
ＨＢＡでは、２０１７年にネパールのニスチョル・ケーシー選手が３ヶ
月に渡り研修を行ったこともございます。以下、北海道ベースボールリー
グの概要をご紹介いたします。

（WBSCランキング 53位）

イランでは、1993年に野球協会が創設され、1994年から2009年まで州対抗の全国
大会が行われていましたが、2010年からは、これに代わりアマチュアのクラブチーム
によるリーグ戦が行われるようになりました。リーグは南北２地区に分かれ、計10球
団が参加しています。
■過去３大会： 2013年 不参加 / 2015年 準優勝 / 2017年 ３位
■統括組織：Iran Baseball Association

リーグの概要

ネパール

▪ 運営法人：一般財団法人北海道ベースボールアカデミー
▪ 法人代表：出合祐太
▪ 事業内容：
リーグ戦、独立リーグやＮＰＢ等との交流戦、地域貢献活動、
ネットテレビ事業、野球教室およびサポート指導、
地域の人材不足解消、地域通貨による地域経済への貢献、
道内野球信仰事業、国際野球普及事業、日本語教室開設

（WBSCランキング 69位）

バングラデシュ
（WBSCランキング 対象外）

2011年の南アジア野球大会で国際
大会に初出場。2017年の前回大会で
は国際大会での初勝利を挙げ決勝トー
ナメントにも進出しました。

ＨＢＬは、「野球文化を通じて北海道を舞台に世界中の人材育成を図り、豊かな社会を築く人材を排
出する」という理念を掲げており、「人材育成と地域活性化」を主眼に置いている点が特徴となってい
ます。また、外国人材の育成にも力を入れており、将来はネパール人選手もＨＢＬでプレーする予定で
ございます。
２０２０年には富良野市と美唄市の２球団から始め、２０３０年には６地域８球団での活動を目指し
ています。

バングラデッシュでは２００８年に野
球が始まりましたが、アジア野球連盟に
は加盟していません。
昨年、インドで開催されネパールも出
場した「プレジデンシャル・カップ」に
出場。４チーム中３位と
なりました。

■過去３大会：
2013年 ４位 / 2015年 不参加 /
2017年 ４位
■統括組織：
Nepal Baseball and Softball Association

■過去３大会： 不参加
■統括組織：
Bangladesh Baseball-Softball Association

今後の予定
世界少年野球大会

スリランカ

２０１９年７月３０日から８月７日に渡り、福島県福島市で
世界少年野球推進財団（王貞治理事長）が主催する「第２９回
世界少年野球大会・福島大会」が開催され、ネパールも参加い
たします。ネパールの参加は２年連続３回目となります。

王貞治理事長（中央）

ネパール野球２０周年
２０１９年９月８日でネパール野球の活動開始２０年を迎えます。１９９９年９月８日、現
地の教育関係のＮＧＯであるＥＳＯＤＥＣ（代表：D.M.ヒラチャン氏）との協力のもと、ポカ
ラのアマシン・セカンダリ・スクールで生徒２０名に野球を紹介する活動を実施。「これが
ボールです」と道具の説明から野球交流活動が始まりました。

世界野球ソフトボール連盟総会
２０１９年１１月２０日から２１日、大阪府堺市で第３回世
界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）の総会が開催されます。
ＷＢＳＣの総会は２年に１度開催され、１３５以上の国と地域
から野球・ソフトボール関係者が一堂に介します。
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（WBSCランキング 41位）

2017年の前回大会では初優勝。今大会は初めての自国開催となります。
野球は1989年代半ばにアメリカから伝えられました。そして、1985年に最
初の野球大会が開催されました。2002年からはＪＩＣＡ青年
海外協力隊の隊員が派遣されるなど、日本との関係も深く、
今回の会場となる球場も日本との協力で建設されました。
■過去３大会： 2013年 準優勝 / 2015年 不参加 / 2017年 優勝
■統括組織：Sri Lanka Amateur Baseball & Softball Association

インド

（WBSCランキング 65位）

1983年12月にインドアマチュア野球連盟が設立され、インドでの本格的な野球
普及活動が始まりました。その後、1985年には国際野球連盟に加盟するとともに、
初めての全国的な野球大会が開催されました。
西アジア野球大会に関しては、2017年の前回大会はビザの問題で大会直前に
なって参加が取りやめられましたが、2015年の大会では、３位を獲得しています。
■過去３大会： 2013年 不参加 / 2015年 ３位 / 2017年 不参加
■統括組織：Amateur Baseball Federation of India

5

第14回BFA西アジア野球大会2019

ネパール代表チームに熱い
ご声援をお願いいたします。

■在日本ネパール大使館

ネパール代表チーム名鑑
選手名下の数字は生年月日です。
2019年6月16日現在の情報です。大会までにスタッフ等は変更になる場合がございます。

■エベレスト・インターナショナル・
スクール・ジャパン
団長

ディパック・
ネウパネ
1989.9.9
ＮＢＳＡ

⌥

監督

ジーバン・
ケーシー
1987.8.25
ラリトプール

⇧

コーチ

コーチ

ローシャン・
タパ

ビピン・
バジラチャルヤ

1987.1.15
バクタプル

1985.7.12
ＮＢＳＡ

⌥⇧

■全日本野球協会

プラティバ・ラナ駐日ネパール大
使にお目にかかり、日本とネパール
の交流の促進について懇談いたしま
した。なお、同大使はＮＢＳＡのア
シット・ラナ会長のご親戚でもござ
います。

エベレスト・インターナショナ
ル・スクール・ジャパンは、荻窪に
あるネパール人学校です。当会では
同スクールで野球教室を実施したこ
ともございます。
訪問当日は、授業にお邪魔し、生
徒の皆さんと交流いたしました。

コーチ

ディネッシュ・
バジャガイン
1989.8.9
ゴルカクルー

全日本野球協会会長で
アジア野球連盟副会長の
山中正竹会長と懇談いた
しました。

■日本野球機構

■海外在住ネパール人協会
⌅

投手

投手

ラジェス・
バスネット

モハマド・
イルシャド・フセイン

1994.3.1
右投右打

1987.12.29
右投右打

⇤⌅

投手

⇤

投手

⌃⌃

海外在住ネパール人協会は、外国
で蓄積されたノウハウと資本をネ
パールに還元し、ネパールの発展に
貢献する目的で設立されたネパール
政府公認の組織です。その日本支部
を訪問いたしました。

投手

マン・クマル・
マル

イッソー・
ケーシー

イッソー・
タパ

1994.10.20
左投右打

1993.3.3
右投右打

1988.11.6
右投右打

■東京ドーム

■日本相撲協会

⌥

捕手

⇥

捕手

⌃

捕手

⇧

内野手

アニール・
パリヤー

ビマル・
ラミチャネ

サグン・
キチャジュ

スクリム・
タパ

1990.7.2
右投右打

1987.3.12
右投右打

2001.11.28
右投右打

1991.6.8
右投右打

⇤⇤

ラリトプール

ＡＰＦ

ゴルカクルー

ネパール国軍

バクタプル

ラリグラス

ナインフォース
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読売巨人軍様にご協力をい
ただき、プロ野球、巨人対横
浜ＤｅＮＡの試合を観戦させ
ていたくとともに、試合前に
はグラウンド上から練習を見
学させていただきました。

内野手

カダック・
シン・ビスト
1987.2.12
右投右打

所属先
ＮＢＳＡ

侍ジャパン公式ウエブサ
イトのコラムに関して打ち
合わせを行いました。

ポカラ

ピタンバル・ティムシナ氏の言葉

両国国技館で日本の伝
統的スポーツの相撲を観
戦するとともに、日本相
撲協会様を訪問し、理事
の尾車親方にご挨拶いた
しました。

日本で多くの方々とお会いすることがで
き、また、プロ野球や相撲を観ることができ
て大変有意義でした。皆様にネパールのス
ポーツに対し興味を持っていただくこともで
きました。今後もスポーツを通じて日本との
友好促進に務めていきたいと思います。

シンガポール
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ネパールのスポーツ関連団体役員の来日
去る２０１９年５月２２日から５月２５日に渡り、ネパールから国家スポーツ評議会、ネパー
ル野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）などのスポーツ関係団体の役員４名が、野球をはじめとし
た日本のスポーツ事情を視察するため来日いたしました。
４名は東京に４日間滞在し、スポーツ庁や全日本野球協会などを表敬訪問するほか、プロ野球
や大相撲を観戦するなどの活動を行いました。

来日した役員
ピタンバル・ティムシナ

ディパック・ネウパネ

（国家スポーツ評議会 副会長）

（ＮＢＳＡ 事務局長）

国家スポーツ評議会は、ネ
パールのスポーツ行政を管轄
している政府機関です。 ピタ
ンバル・ティムシナ氏は2018
年12月に副会長に就任し、現
在に至っております。

ＮＢＳＡは、ネパールにお
いて政府に認可された唯一の
野球・ソフトボールの統括団
体です。 ディパック・ネウパ
ネ氏は、2016年より同協会の
事務局長に就任し精力的に活
動しております。

ナラヤン・ガルティ

ドルバ・リジャル

（ＮＢＳＡ 理事）

（カトマンズ地区
野球ソフトボール協会 会長）

ＮＢＳＡの理事として、ネ
パールでの野球普及に尽力す
るほか、青少年・スポーツ省
の関連団体であるジャージャ
ルコート郡地域青少年委員会
の委員長として、青少年の育
成にも務めております。

2017年よりカトマンズ地区
野球ソフトボール協会の会長
を務めております。また、人
材派遣業、警備業、喫茶店な
どの経営にも携わっている実
業家でもございます。

⇤

内野手

内野手

⌅⌅

ニスチョル・
ケーシー

スシル・
サルー

スバス・
ボハラ

1991.8.6
右投右打

1996.2.29
右投右打

1992.11.1
右投右打

1994.6.24
右投右打

1987.11.28
右投右打

⌃

⌃⇤内野手

⌃⌅

外野手

内野手

⇤⌥外野手

アムリット・
ネパーリー

パルバット・
ビクラム・タパ

チリン・
タマン

ノビン・
アレー

アミット・
マッラ

2001.5.17
右投右打

1991.1.2
右投右打

2001.6.9
右投右打

1992.8.25
右投右打

1983.8.20
右投右打

⇤⇥

⇧⇧

⌅

外野手

1984.9.5
右投右打

■スポーツ庁

⌥⌃

内野手

ミラン・タパ

内野手

内野手

⌥

内野手
プラカシュ・
バハドール・プジャラ

プラシャナ・
シャーキャ

主な活動の様子

⌥

外野手

パダム・シン・
プジャラ
1990.7.1
右投右打

外野手

⇤

アシスタント
コーチ

⇤⌦

スタッフ

ナレンドラ・
パルサッド・ジョシ

ナワラジ・
ブジェル

ケシャブ・
タパ

1991.10.1
右投右打

1995.6.26
ポカラ

1989.7.16
ラリトプール

⌦⌃

⇤

藤江陽子審議官にお目にかか
り、日本とネパールの友好協力関
係やスポーツを通した交流につい
ても懇談いたしました。

⌅⇤

スタッフ

↵

審判員

アシスタント
コーチ

⇤

スタッフ

中野 友絵

小林 洋平

鈴木 秀利

1995.10.12
ＪＩＣＡ

1980.12.26
ラリグラスの会

1965.1.24
ラリグラスの会

■株式会社ファンケル

サビン・
ネパール

アビシェック・
カリキ

株式会社ファンケル様は、元プロ選手による少年野球教室
「ファンケル キッズベースボール」を特別協賛するととも
に、使用しなくなった野球道具を集めて野球道具が不足して
いる国や地域に贈る活動を行っています。ネパールにもこれ
まで何度か野球道具のご寄付をいただいております。

2003.9.11
ゴルカクルー

1984.5.10
ＮＢＳＡ

その他のスタッフ
およびゲスト

●アンジュ・グルン
●リテッシュ・ジャジョディア
●スリジェシ・ラル・シルパカル
●ラムチャンドラ・ライ（下院議員）
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シニア
アドバイザー

7

●ブッダ・バハドゥール・バスネット
●サンジブ・フヤル・ケーシー
●クリシナ・プラサド・ダハル（下院金融委員長）
●ナラヤン・ガルティ（ＮＢＳＡ理事）

西アジア野球大会へ向けて

参加者の声

ネパール代表チームは、７月の西アジア野球大会へ向けての練習を始め
ました。

当会の活動には多くの人々が参加しています。今回、その名から道端寿奈および西尾匠の２名をご紹介
いたします。

ところで、今年は当会の活動が始まって２０周年という節目の年に当た
ります。私たちは１９９９年９月６日にネパール国家スポーツ評議会を訪
れ同評議会会長と対談。そこでネパールには野球が無いことを確認しまし
た。そしてその２日後の９月８日、ネパール野球は何も無い、野球人口ゼ
ロのところから始まりました。その後、当会では野球道具の寄付、野球大
会の開催、指導員の派遣、日本語学校の開設など、様々な活動を行ってま
いりました。活動を続けていく中で、野球はネパールでも徐々に広まって
いきました。

みちばた

道端 寿奈
このたび、文部科学省からインドのニューデリー日本人学校に３年間派遣
されることになり、今ニューデリーに在住しています。
文部科学省の選考、試験、日本人学校に派遣されるまでの過程において、
ラリグラスの会での学びが大変役に立ちました。感謝しています。ありがと
うございます。

そんな中、近年では、ネパールは国際野球大会に出場するようにもなり
ました。ネパールは２０１１年にパキスタンで行われた「第１回南アジア
野球大会」で国際大会への初出場を果たし、その後、２０１１年、２０１
３年および２０１７年には西アジア野球大会へ出場いたしました。
この２０年間、私たちは現地の方々による自立したネパール野球の運営
を目指して、活動を続けてまいりました。そして昨今、ネパールでは野球
に対して熱意を持った人々も着実に増えております。こういった人々が、
ネパール野球発展のための大きな力となっております。
また、今回の西アジア野球大会は、２０２０年の東京オリンピックの実
質的な１次予選ともなっております。２０年前にネパール野球が始まった
とき、オリンピック出場は夢のひとつでありました。現在、その夢の第一
歩となる西アジア野球大会を目指し、ネパール代表チームは日々の練習に
取り組んでおります。ネパール国内には様々な問題がございますが、国際
大会に向けネパールは一丸となって進んでおります。

ひさな

2011年 南アジア野球大会

仕事漬けで気が狂いそうになった時に、快くラリグラスの会に受け入れて
頂き、人生が大きく変わりました。また、教員としての新たな目標も生ま
れ、目標をもって仕事を進めていくことができました。
これからは、インドやネパールからネパール野球を応援できればと思って
います。今後ともよろしくお願い致します。
道端氏は当会の原点であるプール学院大学のネパール研修が切っ掛け
でネパール野球の活動に参加いたしました。２０１７年から当会の理事
を勤めており、主に野球教室などの東京での活動に携わっております。
にしお

たくみ

西尾 匠
ネパール野球ラリグラスの会と出会って約３年になりますが、私が当会を
知ったのは、北海道で野球に打ち込んでいた高校時代に、当会がネパールで
野球指導をしているテレビ番組を観たことがあり、「自分も将来こんなこと
をやってみたいなぁ」と思っていたんです。
そして、大学に入学してから海外に興味があり国際部に出入りするように
なり大学の職員から「ラリグラスという会の定例会が大学であるから参加し
てみたら」と言われて参加した時にテレビ番組で紹介されていたラリグラスの会で即所属したいと思い理
事長の小林さんにその旨を伝えました！すごい縁で関わりを持てた時は鳥肌がたったのを覚えています。
定例会で当会と出会った１か月後にはネパール国内野球大会に私も参加していました！
ラリグラスの会を通じて４回ほどネパールで活動に携わりました。どれも鮮明に覚えているのですがそ
の中でもパキスタンで開催された西アジアベースボールカップでのネパール国家代表コーチに就任したこ
とです！
私はあるテーマを持って取組みました。今後ネパール野球が主体的に活
動できるようになるために基礎を教えることです。それは当会も同じ想い
でネパール野球が主体的に活動するための支援を行なっています。実際に
大会前の１ヶ月間はネパールにて強化合宿を行なった際には野球の技術指
導よりも「礼節」を大事に指導をしていました。道具の感謝や挨拶などは
徹底していました、その甲斐あって大会後ネパールに行ったときに大会で
指導した選手が子どもたちにも伝えているのを見て私の使命は達成できた
と思っています！
他にも誰もができないような経験をたくさんさせて頂きました。今の自分があるのも、華の大学生活を
送れたのもネパールで関わった方々を始めネパールラリグラスの会のメンバー、活動を通じて出会った
方々のおかげだと感謝しています！
西尾氏は、駒大苫小牧高校出在学中に当会の活動が取り上げられた日本テレビの番組「Going!
Sports&News」を観て当会を知りました。その後、当会とも関係の深い大阪経済法科大学に進学し、縁
あって当会の活動に加わりました。様々な活動に取り組み、さらには西アジア野球大会でネパール代表
チームのコーチも務めております。
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文部科学省の選考、試験、日本人学校に派遣されるまでの過程において、
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３年および２０１７年には西アジア野球大会へ出場いたしました。
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でネパール野球が主体的に活動するための支援を行なっています。実際に
大会前の１ヶ月間はネパールにて強化合宿を行なった際には野球の技術指
導よりも「礼節」を大事に指導をしていました。道具の感謝や挨拶などは
徹底していました、その甲斐あって大会後ネパールに行ったときに大会で
指導した選手が子どもたちにも伝えているのを見て私の使命は達成できた
と思っています！
他にも誰もができないような経験をたくさんさせて頂きました。今の自分があるのも、華の大学生活を
送れたのもネパールで関わった方々を始めネパールラリグラスの会のメンバー、活動を通じて出会った
方々のおかげだと感謝しています！
西尾氏は、駒大苫小牧高校出在学中に当会の活動が取り上げられた日本テレビの番組「Going!
Sports&News」を観て当会を知りました。その後、当会とも関係の深い大阪経済法科大学に進学し、縁
あって当会の活動に加わりました。様々な活動に取り組み、さらには西アジア野球大会でネパール代表
チームのコーチも務めております。
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ネパール代表チームに熱い
ご声援をお願いいたします。

■在日本ネパール大使館

ネパール代表チーム名鑑
選手名下の数字は生年月日です。
2019年6月16日現在の情報です。大会までにスタッフ等は変更になる場合がございます。

■エベレスト・インターナショナル・
スクール・ジャパン
団長

ディパック・
ネウパネ
1989.9.9
ＮＢＳＡ

⌥

監督

ジーバン・
ケーシー
1987.8.25
ラリトプール

⇧

コーチ

コーチ

ローシャン・
タパ

ビピン・
バジラチャルヤ

1987.1.15
バクタプル

1985.7.12
ＮＢＳＡ

⌥⇧

■全日本野球協会

プラティバ・ラナ駐日ネパール大
使にお目にかかり、日本とネパール
の交流の促進について懇談いたしま
した。なお、同大使はＮＢＳＡのア
シット・ラナ会長のご親戚でもござ
います。

エベレスト・インターナショナ
ル・スクール・ジャパンは、荻窪に
あるネパール人学校です。当会では
同スクールで野球教室を実施したこ
ともございます。
訪問当日は、授業にお邪魔し、生
徒の皆さんと交流いたしました。

コーチ

ディネッシュ・
バジャガイン
1989.8.9
ゴルカクルー

全日本野球協会会長で
アジア野球連盟副会長の
山中正竹会長と懇談いた
しました。

■日本野球機構

■海外在住ネパール人協会
⌅

投手

投手

ラジェス・
バスネット

モハマド・
イルシャド・フセイン

1994.3.1
右投右打

1987.12.29
右投右打

⇤⌅

投手

⇤

投手

⌃⌃

海外在住ネパール人協会は、外国
で蓄積されたノウハウと資本をネ
パールに還元し、ネパールの発展に
貢献する目的で設立されたネパール
政府公認の組織です。その日本支部
を訪問いたしました。

投手

マン・クマル・
マル

イッソー・
ケーシー

イッソー・
タパ

1994.10.20
左投右打

1993.3.3
右投右打

1988.11.6
右投右打

■東京ドーム

■日本相撲協会

⌥

捕手

⇥

捕手

⌃

捕手

⇧

内野手

アニール・
パリヤー

ビマル・
ラミチャネ

サグン・
キチャジュ

スクリム・
タパ

1990.7.2
右投右打

1987.3.12
右投右打

2001.11.28
右投右打

1991.6.8
右投右打

⇤⇤

ラリトプール

ＡＰＦ

ゴルカクルー

ネパール国軍

バクタプル

ラリグラス

ナインフォース
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読売巨人軍様にご協力をい
ただき、プロ野球、巨人対横
浜ＤｅＮＡの試合を観戦させ
ていたくとともに、試合前に
はグラウンド上から練習を見
学させていただきました。

内野手

カダック・
シン・ビスト
1987.2.12
右投右打

所属先
ＮＢＳＡ

侍ジャパン公式ウエブサ
イトのコラムに関して打ち
合わせを行いました。

ポカラ

ピタンバル・ティムシナ氏の言葉

両国国技館で日本の伝
統的スポーツの相撲を観
戦するとともに、日本相
撲協会様を訪問し、理事
の尾車親方にご挨拶いた
しました。

日本で多くの方々とお会いすることがで
き、また、プロ野球や相撲を観ることができ
て大変有意義でした。皆様にネパールのス
ポーツに対し興味を持っていただくこともで
きました。今後もスポーツを通じて日本との
友好促進に務めていきたいと思います。

シンガポール

11

ネパールのスポーツ関連団体役員の来日
去る２０１９年５月２２日から５月２５日に渡り、ネパールから国家スポーツ評議会、ネパー
ル野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）などのスポーツ関係団体の役員４名が、野球をはじめとし
た日本のスポーツ事情を視察するため来日いたしました。
４名は東京に４日間滞在し、スポーツ庁や全日本野球協会などを表敬訪問するほか、プロ野球
や大相撲を観戦するなどの活動を行いました。

来日した役員
ピタンバル・ティムシナ

ディパック・ネウパネ

（国家スポーツ評議会 副会長）

（ＮＢＳＡ 事務局長）

国家スポーツ評議会は、ネ
パールのスポーツ行政を管轄
している政府機関です。 ピタ
ンバル・ティムシナ氏は2018
年12月に副会長に就任し、現
在に至っております。

ＮＢＳＡは、ネパールにお
いて政府に認可された唯一の
野球・ソフトボールの統括団
体です。 ディパック・ネウパ
ネ氏は、2016年より同協会の
事務局長に就任し精力的に活
動しております。

ナラヤン・ガルティ

ドルバ・リジャル

（ＮＢＳＡ 理事）

（カトマンズ地区
野球ソフトボール協会 会長）

ＮＢＳＡの理事として、ネ
パールでの野球普及に尽力す
るほか、青少年・スポーツ省
の関連団体であるジャージャ
ルコート郡地域青少年委員会
の委員長として、青少年の育
成にも務めております。

2017年よりカトマンズ地区
野球ソフトボール協会の会長
を務めております。また、人
材派遣業、警備業、喫茶店な
どの経営にも携わっている実
業家でもございます。

⇤

内野手

内野手

⌅⌅

ニスチョル・
ケーシー

スシル・
サルー

スバス・
ボハラ

1991.8.6
右投右打

1996.2.29
右投右打

1992.11.1
右投右打

1994.6.24
右投右打

1987.11.28
右投右打

⌃

⌃⇤内野手

⌃⌅

外野手

内野手

⇤⌥外野手

アムリット・
ネパーリー

パルバット・
ビクラム・タパ

チリン・
タマン

ノビン・
アレー

アミット・
マッラ

2001.5.17
右投右打

1991.1.2
右投右打

2001.6.9
右投右打

1992.8.25
右投右打

1983.8.20
右投右打

⇤⇥

⇧⇧

⌅

外野手

1984.9.5
右投右打

■スポーツ庁

⌥⌃

内野手

ミラン・タパ

内野手

内野手

⌥

内野手
プラカシュ・
バハドール・プジャラ

プラシャナ・
シャーキャ

主な活動の様子

⌥

外野手

パダム・シン・
プジャラ
1990.7.1
右投右打

外野手

⇤

アシスタント
コーチ

⇤⌦

スタッフ

ナレンドラ・
パルサッド・ジョシ

ナワラジ・
ブジェル

ケシャブ・
タパ

1991.10.1
右投右打

1995.6.26
ポカラ

1989.7.16
ラリトプール

⌦⌃

⇤

藤江陽子審議官にお目にかか
り、日本とネパールの友好協力関
係やスポーツを通した交流につい
ても懇談いたしました。

⌅⇤

スタッフ

↵

審判員

アシスタント
コーチ

⇤

スタッフ

中野 友絵

小林 洋平

鈴木 秀利

1995.10.12
ＪＩＣＡ

1980.12.26
ラリグラスの会

1965.1.24
ラリグラスの会

■株式会社ファンケル

サビン・
ネパール

アビシェック・
カリキ

株式会社ファンケル様は、元プロ選手による少年野球教室
「ファンケル キッズベースボール」を特別協賛するととも
に、使用しなくなった野球道具を集めて野球道具が不足して
いる国や地域に贈る活動を行っています。ネパールにもこれ
まで何度か野球道具のご寄付をいただいております。

2003.9.11
ゴルカクルー

1984.5.10
ＮＢＳＡ

その他のスタッフ
およびゲスト

●アンジュ・グルン
●リテッシュ・ジャジョディア
●スリジェシ・ラル・シルパカル
●ラムチャンドラ・ライ（下院議員）
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シニア
アドバイザー
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●ブッダ・バハドゥール・バスネット
●サンジブ・フヤル・ケーシー
●クリシナ・プラサド・ダハル（下院金融委員長）
●ナラヤン・ガルティ（ＮＢＳＡ理事）

北海道ベースボールリーグ

イラン

２０１９年４月２５日、北海道ベースボールアカデミーが運営団体とな
り、２０２０年春の開幕を目指しているプロ育成リーグである「北海道
ベースボールリーグ」（ＨＢＬ）設立の記者会見が札幌で行われ、当会の
小林理事長も出席いたしました。
ＨＢＡでは、２０１７年にネパールのニスチョル・ケーシー選手が３ヶ
月に渡り研修を行ったこともございます。以下、北海道ベースボールリー
グの概要をご紹介いたします。

（WBSCランキング 53位）

イランでは、1993年に野球協会が創設され、1994年から2009年まで州対抗の全国
大会が行われていましたが、2010年からは、これに代わりアマチュアのクラブチーム
によるリーグ戦が行われるようになりました。リーグは南北２地区に分かれ、計10球
団が参加しています。
■過去３大会： 2013年 不参加 / 2015年 準優勝 / 2017年 ３位
■統括組織：Iran Baseball Association

リーグの概要

ネパール

▪ 運営法人：一般財団法人北海道ベースボールアカデミー
▪ 法人代表：出合祐太
▪ 事業内容：
リーグ戦、独立リーグやＮＰＢ等との交流戦、地域貢献活動、
ネットテレビ事業、野球教室およびサポート指導、
地域の人材不足解消、地域通貨による地域経済への貢献、
道内野球信仰事業、国際野球普及事業、日本語教室開設

（WBSCランキング 69位）

バングラデシュ
（WBSCランキング 対象外）

2011年の南アジア野球大会で国際
大会に初出場。2017年の前回大会で
は国際大会での初勝利を挙げ決勝トー
ナメントにも進出しました。

ＨＢＬは、「野球文化を通じて北海道を舞台に世界中の人材育成を図り、豊かな社会を築く人材を排
出する」という理念を掲げており、「人材育成と地域活性化」を主眼に置いている点が特徴となってい
ます。また、外国人材の育成にも力を入れており、将来はネパール人選手もＨＢＬでプレーする予定で
ございます。
２０２０年には富良野市と美唄市の２球団から始め、２０３０年には６地域８球団での活動を目指し
ています。

バングラデッシュでは２００８年に野
球が始まりましたが、アジア野球連盟に
は加盟していません。
昨年、インドで開催されネパールも出
場した「プレジデンシャル・カップ」に
出場。４チーム中３位と
なりました。

■過去３大会：
2013年 ４位 / 2015年 不参加 /
2017年 ４位
■統括組織：
Nepal Baseball and Softball Association

■過去３大会： 不参加
■統括組織：
Bangladesh Baseball-Softball Association

今後の予定
世界少年野球大会

スリランカ

２０１９年７月３０日から８月７日に渡り、福島県福島市で
世界少年野球推進財団（王貞治理事長）が主催する「第２９回
世界少年野球大会・福島大会」が開催され、ネパールも参加い
たします。ネパールの参加は２年連続３回目となります。

王貞治理事長（中央）

ネパール野球２０周年
２０１９年９月８日でネパール野球の活動開始２０年を迎えます。１９９９年９月８日、現
地の教育関係のＮＧＯであるＥＳＯＤＥＣ（代表：D.M.ヒラチャン氏）との協力のもと、ポカ
ラのアマシン・セカンダリ・スクールで生徒２０名に野球を紹介する活動を実施。「これが
ボールです」と道具の説明から野球交流活動が始まりました。

世界野球ソフトボール連盟総会
２０１９年１１月２０日から２１日、大阪府堺市で第３回世
界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）の総会が開催されます。
ＷＢＳＣの総会は２年に１度開催され、１３５以上の国と地域
から野球・ソフトボール関係者が一堂に介します。
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（WBSCランキング 41位）

2017年の前回大会では初優勝。今大会は初めての自国開催となります。
野球は1989年代半ばにアメリカから伝えられました。そして、1985年に最
初の野球大会が開催されました。2002年からはＪＩＣＡ青年
海外協力隊の隊員が派遣されるなど、日本との関係も深く、
今回の会場となる球場も日本との協力で建設されました。
■過去３大会： 2013年 準優勝 / 2015年 不参加 / 2017年 優勝
■統括組織：Sri Lanka Amateur Baseball & Softball Association

インド

（WBSCランキング 65位）

1983年12月にインドアマチュア野球連盟が設立され、インドでの本格的な野球
普及活動が始まりました。その後、1985年には国際野球連盟に加盟するとともに、
初めての全国的な野球大会が開催されました。
西アジア野球大会に関しては、2017年の前回大会はビザの問題で大会直前に
なって参加が取りやめられましたが、2015年の大会では、３位を獲得しています。
■過去３大会： 2013年 不参加 / 2015年 ３位 / 2017年 不参加
■統括組織：Amateur Baseball Federation of India

5

第14回BFA西アジア野球大会2019
２０１９年７月１５日から６日間に渡り、スリランカで「第１４回ＢＦＡ西アジア野球大会
２０１９」が開催されます。今回は初めてスリランカでの開催となります。ここで、大会の概
要と西アジア各国の野球事情などについてご紹介いたします。

社会人硬式野球チーム NineForce
当会は奈良県山添村を本拠地として活動している社会人硬式野球チーム
「NineForce （ナインフォース）」の運営母体となっております。
以下、ナインフォースの活動についてご報告いたします。

奈良県野球連盟への加盟

大会概要
■大会名：第１４回ＢＦＡ西アジア野球大会２０１９
(BFA West Asia Baseball Cup 2019)
■開催日：２０１９年７月１５日から７月２０日
（当初は７月１日からの開催予定でしたが変更になりました。）

■主 催：アジア野球連盟
■会 場：Sri Lanka – Japan Friendship Ground（スリランカ・コロンボ）

この度、社会人硬式野球クラブチーム NineForceは、
日本野球連盟（奈良県連盟）に加盟を承認されました。
チーム創設９年、連盟加盟というチーム創設時からの
大目標を果たすことができました。これからは、社会人
硬式野球の公式戦に参戦することになり、野球チームと
してさらに発展していくため、引続き応援などをよろし
くお願いいたします。

NineForceご紹介・メンバー募集

参加国の紹介
（注）WBSCランキングは2018年12月17日発表のものです。WBSC
（世界野球ソフトボール連盟）のランキングは過去４年間のWBSC主催
または公認大会での成績に基づいて順位が決められます。

イラク
（WBSCランキング 72位）
西アジア野球大会には、これまで2015
年と2017年に出場しています。過去２回
の大会は全敗。いずれも予選リーグで敗退
しています。
2004年にイラク野球連盟が設立され、
現在では19個のクラブチームがあります。
■過去３大会 ： 2013年 不参加 / 2015年 ４位 /
2017年 ５位
■統括組織：Iraqi Baseball Federation

パキスタン

（WBSCランキング 24位）

2017年の前回大会で準優勝したほか、これまでに何度も優勝を勝ち取っている強豪国です。
パキスタンで本格的に野球が始まったのは、1992年のことです。前パキスタン野球連盟会長
のカワール・シャー氏によってパキスタンに野球が伝えられました。またこの年、パキスタン
野球連盟が創設され、全国１０チームによる野球大会が開催され
ました。その後も野球普及に積極的に取り組んでいて、全国野球大会や
州対抗の野球大会が毎年行われています。
■過去３大会： 2013年 優勝 / 2015年 優勝 / 2017年 準優勝
■統括組織：Pakistan Federation Baseball

4

社会人公式野球クラブチームNineForceは、選手だけで新しい硬式野球
チームを創り上げています。コンセプトは「硬式野球がしたい、挑戦した
い人にその環境を提供する」。
・硬式野球が好き
・硬式野球をしたい、携わってみたい、挑戦したい
・怪我等の諸事情で硬式野球を断念せざるを得なかった
・硬式野球をしたかったけど、その機会・場所・チームがなかった
・海外野球に興味がある
・マネージャー、コーチをしたい、してみたい
など、そのような思いのある方でしたら男女、年齢、経験は問いません。
野球活動だけでなく、
・ＮＰＯ法人「ネパール野球ラリグラスの会」との提携で野球を通じた
国際貢献・交流活動
・知的障がい者ソフトボールチーム「ぐれいと ぶっだ」との交流
・本拠地としている奈良県山添村への地域貢献活動
など、自チームの野球活動だけでなく、国際協力やさまざまな交流活動も
活発に行っています。
そんな我々ですが、
所属メンバーの年齢層：15～48歳
メンバー居住地：奈良県、大阪府、京都府、滋賀県、三重県、兵庫県
主な活動場所 ：奈良市、大和郡山市、三重県伊賀市、京都府城陽市、
大阪府羽曳野市など
メンバーに関する実績：
海外、他のクラブチームでプレー、私立高校野球部への入部など
新しい概念での野球活動をモットーにしているので、「厳しそう」、
「レベル高そう」というイメージは一旦置いてください。興味のある方、
是非ご連絡お待ちしております。
【お問い合わせ先】
■ホームページ：https://www.9force.net/
■メール：baseball@9force.net ■電話：090-6606-6976（森本）
選手、マネージャー、サポートいただける方、オープン戦募集中...
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Youtubeチャンネル
「キエチャンネルNineforce」

侍ジャパン 公式ウェブサイト
当会では、２０１５年４月より、野球日本代表「侍ジャパン」の公式ウェブサイト内のコラム
「世界の野球」において「ヒマラヤを北に臨む国ネパールの野球」と題したネパール野球を紹介
する記事を執筆させていただいております（不定期更新）。ここに、最近のコラムの中から２つ
の記事を紹介させていただきます。

■試合結果
予選

グループＡ

決勝トーナメント

順位

チーム

A

１

ＡＰＦ

−

２

ＬＢＳＣ

３

バクタプル

9 - 24

0-8

L

バ

24 - 9

8-0

−

勝

敗

２

０

パキスタン
ＡＰＦ

18 - 8

ゴルカクルー

１

１

ＬＢＳＣ

14 - 7

ポカラ

０

２

7-1

ゴルカクルー

15 - 14

ＡＰＦ

15 - 11

−

11 - 15

準決勝

３位決定戦
ポカラ

第48回（2019年2月13日掲載）「アジア野球連盟総会」
去る2月19日、台北でアジア野球連盟の総会が行われた。アジア野球連盟の総会は2年に1度開催さ
れており、今回は新規加盟のラオスを含む16の国と地域が参加した。ネパールからはネパール野球ソ
フトボール協会（NBSA） のディパック・ネウパネ事務局長を始め、私やネパール代表チームの主将
であるイッソー・タパ氏（NPO法人ネパール野球ラリグラスの会副理事長、社会人硬式野球チーム・
ナインフォース所属）ら計4名が出席した。
総会では、ここ2年間の活動報告の他、今後の各種大会の予定も発表された。ネパールとしては、
東京オリンピックの実質的な1次予選でありネパールも出場を目指している西アジア野球大会につい
て注目していた。この大会は当初、3月か4月の開催が予定されていたが、これについても今年の6月
29日から7月6日にスリランカで開催されることが発表された。西アジア野球大会の日程が決まったこ
とで、今後はネパール国内でも代表選手選考のための国内大会の準備を進めていくこととなる。
また、総会では役員の選挙も行われ、全日本野球協会会長の山中正竹氏が副会長に選出された。山
中氏は1992年のバルセロナ・オリンピックで日本の監督を務めた人物であり、現在は侍ジャパン強化
本部長も務めている。山中氏の他には、パキスタン野球連盟のアリ・シャー会長、インドネシア野球
ソフトボール連盟のアンディカ・モノアルファ会長が理事に選出された。また、スリランカ野球ソフ
トボール協会のファジール・フセイン氏が西アジア統括ディレクターに任命された。

予選

グループＢ

順位

チーム

ポ

１

ポカラ

−

２

ゴルカクルー

7 - 13

−

敗

１

０

０

１

決勝
ＬＢＳＣ

決勝戦終了後、閉会式が行われました。閉会式には、主賓として連
邦下院金融委員会のクリシナ・プラサド・ダハル委員長が招かれ、優
勝・準優勝やベストナインの表彰が行われました。
尚、最高殊勲選手には、決勝戦で好投し本塁打も放ったＬＢＳＣの
イッソー・ケーシー選手が選ばれました。

ラリトプール野球ソフトボールクラブ

代表

ビピン・バジラチャルヤ氏
最終回、大差をつけられ２アウト２ストライクと
追い込まれていたとしても、勝つ望みを捨てなけれ
ば何かが起こり得る。前回優勝のＡＰＦに対してこ
んな結末を迎えることができたなんて信じられな
い。大会を主催したネパール野球ソフトボール協会
に感謝したい。

野球用具の贈呈
大会期間中には、日本の支援者の皆様からご寄付いただいた野球道具が選手
たちや学校に手渡されました。

山本健様
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13 - 7

勝

■閉会式

私はネパールが国際野球連盟に加盟した2013年からアジア野球連盟や世界野球ソフトボール連盟の
会議に出席している。このような会議に出席することは、各国野球連盟の役員の方々などと直接話を
することで他国の事情を知ることができるので、ネパール野球の活動を進めていく上で大変有益であ
る。また、イッソー・タパ氏にとっては今回が初めての出席となった。これまで選手として西アジア
野球大会などに出場していたイッソー・タパ氏だが、今回総会に出席したことで各国野球連盟の役員
との新たな繋がりもでき、今後は活動の幅がさらに広がっていくことであろう。
総会の場では、NBSAのディパック・ネウパネ事務局長と今後の予定や5年から10年後の構想な
ど、将来のネパール野球についての議論を行うこともできた。しかし、台湾から帰国後、残念な
ニュースが飛び込んできた。2024年のパリオリンピックの開催都市枠で提案される追加競技候補に
野球が選ばれなかったため、野球が再びオリンピックから除外される可能性が濃厚となった。東京オ
リンピックでの野球復活を目指して各国の野球関係者が多大な努力をしてきたし、野球のオリンピッ
ク復帰で野球に目を向けた国もあったことであろう。そう思うと残念でならないし、野球にとっては
大きな痛手である。ただ、悲観ばかりもしていられない。今回総会に出席したアジアの仲間たちとも
協力しながら、今後も世界の野球発展に尽力していきたい。

ゴ

株式会社ファンケル様

若鷲ソフトボールスポーツ少年団様
（６月２日付の南日本新聞でも報道されました。）
3

コラム「ヒマラヤを北に臨む国、ネパールの野球」

第２回ネパール全国野球大会2019
２０１９年５月９日から３日間に渡り、「第２回ネパール全国野球大会２０１９」がカトマン
ズに隣接するラリトプール市でネパール野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）の運営により開催さ
れました。
この大会は、２０１９年７月にスリランカで開催され、２０２０年の東京オリンッピックの実
質的な第１次予選でもある「第１４回西アジア野球大会２０１９」にネパール代表として出場す
る選手の選考会も兼ねており、代表入りを狙う選手たちが熱い戦いを繰り広げました。

大会概要

ＬＢＳＣ

バクタプル
ライジングスターズ

第51回（2019年4月15日掲載）
「国際大会へ、ネパールを応援する人々」
日本ではプロ野球も開幕し、今年も本格的な野球シーズンが始まった。去る３月３１日、関西独立
リーグも開幕を迎え、06ブルズ対和歌山ファイティングバーズ戦が06ブルズの本拠地である花園セン
トラルスタジアムで行われた。同リーグは今年、ベースボール・ファースト・リーグから改称、新た
に堺シュライクスも加わり新しいスタートを切った。06ブルズからは選手が使用していたユニフォー
ムを毎年ネパールにご寄付いただいており、この日はグラウンドでその贈呈式が行われた。贈呈式に
は私とネパール代表チームの主将であるイッソー・タパ氏が参加し、村田辰美監督（元近鉄バファ
ローズ）からユニフォームが手渡された。このユニフォームは、７月の西アジア野球大会（開催国ス
リランカ 7/1～7/6）に出場するネパール代表選手に手渡され、練習着として使われることになる。

■開催日：２０１９年５月９日から１１日
■会場：マルポカリ・グラウンド（ラリトプール市）
■主催：ネパール野球ソフトボール協会
■出場チーム
ポカラ・イエティーズ、 バクタプル・ライジングスターズ
ゴルカクルー、 Armed Police Force（ＡＰＦ）、
ラリトプール野球ソフトボールクラブ（ＬＢＳＣ）
■試合形式
Ａ、Ｂの２組に分かれて予選リーグ
各組上位２チームによる決勝トーナメントと３位決定戦
Ａ組（ＡＰＦ、ＬＢＳＣ、バクタプル）
Ｂ組（ゴルカクルー、ポカラ・イエティーズ）
■大会結果
優勝：ＬＢＳＣ、 準優勝：ＡＰＦ

ＡＰＦ

URL：http://www.japan-baseball.jp/jp/news/tag/ネパール

ところで、06ブルズの他にも様々な形でネパールを応援している人々がいる。そのひとりが、シン
ガーソングライターの佐野碧（さの あおい）さんである。私はネパール野球の活動の中で、佐野さん
のお母様と知り合ったことがきっかけとなり、佐野さんと出会った。佐野さんのお母様はネパールに
住んでおられ、ネパールで30年以上に渡り学資支援をされている方である。
仙台出身である佐野さんは楽天イーグルスの公式戦で試合前に国歌斉唱を行ったことも何度かあ
る。楽天イーグルスといえば、2015年にネパールで大地震が発生した際、いち早くネパールの復興支
援に乗り出し、公式戦での募金活動などを行った球団である（第15回「東北楽天イーグルスのネパー
ル支援」参照）。

ゴルカクルー

ポカラ
イエティーズ

大会の様子
■開会式
試合に先立ち、開会式が行われました。開会式にはネパール国家スポーツ
評議会のピタンバル・ティムシナ副会長が主賓として招かれました。

■試合
時間の関係で試合はほとんどが５回から６回まででしたが、全体的に打撃戦が多く、１０点を超える試
合が多く見られました。
決勝戦は、前回優勝のＡＰＦと初出場のＬＢＳＣの対決となりました。試合はＡＰＦの優位な展開で進
みましたが、最終回にラリトプールが２アウト２ストライクから７点差を逆転しサヨナラ勝ちという劇的
な幕切れで初優勝を勝ち取りました。

また佐野さんは、このネパールでの大地震の復興支援を行うべく、2016年4月にネパールの世界遺
産バクタプルでヒカリと音楽を届ける「HIKARI SONG GIFT」というチャリティーイベントを始める
など、ネパールを支援する活動に取り組んでおられ、今年は4月20日にネパールのドラカで同イベント
行う予定である。
様々な音楽活動をされている佐野さんだが、その中で「野球の虫」というシングル曲も出してい
る。実は、佐野さんは野球少女で、小学校4年生から6年生まで少年野球チーム、中学校１年まではリ
トルリーグでプレーしていた。そして、この曲は佐野さんが所属していた少年野球チームの監督が書
いた詞に佐野さんが曲をつけた楽曲となっている。また、女子プロ野球の埼玉アストライアの片平晋
作元監督が逝去された際には、同球団の選手たちの片平監督への思いをもとに「夢の星」という曲を
作られた。
佐野さんは語る。「音楽やネパールの活動を続けてこられた
のは、野球をやっていた頃の情熱が今でも生きているから。そ
して一人ではなく、みんなでこそ広がる夢を知っているから。
大好きなネパールの野球を心より応援しています！」
私たちは「野球から広がる笑顔の輪」を合言葉にして野球を
通じたネパールとの交流活動を行なっている。一方、佐野さん
は音楽でネパールへ夢と希望を届けている。方法は違うが、目
指すところは大いに通ずるものがある。今後もともにネパール
を応援していきたい。
さて、冒頭で述べた西アジア野球大会は東京オリンピックの
実質的な1次予選となっており、出場するネパール代表選手
は、前述した佐野さんのネパールでのイベントからほどなく、
5月上旬ネパールで開催される「第2回ネパール全国野球大会」
で選出される。日本でも様々な人々がネパールを応援してい
る。選手の奮闘を期待したい。

２
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