
平成２３年度事業報告書 

 

当協会は、内閣府より公益認定が認められ、平成２３年６月１日に公益社団法人 

日本ポニーベースボール協会となりました。 

 今年度当初の事業計画は、皆様の御支援御協力により、無事日程を終了致しました

ので、ご報告申し上げます。 

 

・ポニーベースボール大会の開催事業（公益目的事業１） 

 地域的なポニーベースボール大会の開催事業として、北海道・関東・沖縄の各連盟

主催で春季大会、秋季大会を初めとする各種地方大会を行いました。 

 全国的なポニーベースボール大会の開催事業として、全日本選手権大会、会長杯大

会、北海道大会・沖縄大会・新潟大会、アジア太平洋選手権大会の日本代表予選大会、

コルトリーグ大会を行いました。また、今年度から新しい取り組みとして、全日本コ

ルトリーグ中学野球選手権大会を開催しました。他リーグの協力を仰ぎ、フレッシュ

リーグ、ジャパンリーグ、ヤングリーグの出場枠を設けて、所属リーグの枠を超えて

選手の交流を図りました。 

 国際的なポニーベースボール大会の開催・後援事業として、アジア太平洋地域選手

権大会に参加しました。残念ながら今年度は、世界選手権大会への出場権は獲得でき

ませんでした。日米親善交流大会は、米国開催の年であり、全国より選抜された選手

たちが渡米して交流試合を行いました。 

 

・ポニーベースボールの普及発展、指導及び研究事業（公益目的事業２） 

 ポニーベースボールの普及発展事業として、各連盟主催で野球教室を開催しました。

各連盟ごとに、春季・秋季に実施予定でしたが、東日本大震災があったため秋季のみ

一部実施しました。 

 ポニーベースボールに関する指導及び研究事業として、指導者講習会及び審判講習

会を開催しました。 

 

それぞれの大会等の実施状況については、別添の一覧表をご覧ください。 

以上、平成 23 年度本部行事が全て修了できました事をご報告申し上げます。 

関係者各位のご尽力とご協力を頂き、誠にありがとうございました。今後共、宜しく 

ご支援の程をお願い申し上げます。 

 

 

※ 附属明細書について 

平成２３年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４

条第３項に規程する附属明細書の事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないの

で作成しない。 



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1

23年度アジア太平洋地域国際会議 1月14日～16日 ベトナムハノイ市 日本、米国、中
国他10カ国

23年度アジア地域の事業企画を各
代表者によって発表。主としてアジ
ア大会、小学生中学生の部、新ルー
ルの確認などの話し合いがもたれ
た。

2
本部純主催大会 3月25日～28日 沖縄大会として開催 北海道、

関東連盟
震災の関係上、自粛して開催

　　〃 4月10日～ 江東グランド
関東連盟春季大会として
開催

公1 　　〃 8月20日～21日 北海道大会として開催 「頑張ろう日本」を合言葉に、一日も
早い復興と普及を強く念頭にあいた
大会となる

3
アジア太平洋地域選手権大会
（日本代表決定戦）

公1 　　〃　　ブロンコの部 6月11、12日 石油組合グランド（東松山） 3チーム 羽田ブロンコリーグが日本代表を勝ち取る

公1 　　〃　　ポニーの部 6月18日～19日 札幌（麻生球場〉 3チーム 関東選抜が日本代表を勝ち取る

4 アジア太平洋地域選手権大会

公1 　　〃　　第29回ブロンコ大会 7月16日～22日 韓国ソウル市 日本他5カ国 アジア代表は台湾チームが優勝し、米国
で開催された世界戦で第3位になる

公1 　　〃　　第28回ポニー大会 7月29日～8月4日 中国成都市 日本他3カ国 アジア代表は台湾チームが優勝し、
米国で開催された世界戦で第2位に
なる

5 全日本選手権大会

公1 　　〃　　第35回　ブロンコの部 7月23日～26日 東京・千葉 4チーム 優勝は羽田ブロンコリーグ

公1 　　〃　　第37回　ポニーの部 7月23日～26日 東京・埼玉他 26チーム 優勝は札幌東ベースボールクラブ

公1 　　〃　　第2回　スーパーポニーの部 7月23日～26日 東京・埼玉・千葉他 22チーム 優勝は宇都宮ポニーベースボールクラブ

公1 　　〃　　第16回　会長杯の部 7月23日～26日 東京・埼玉他 14チーム 優勝は江東スターズ

6 2011年度世界選手権大会

公1 　〃　　ブロンコの部 8月5日～12日 米国カリフォルニア州
モントレー市

10チーム 優勝は台湾チーム

公1 　〃　　ポニーの部 8月10日～20日 米国ペンシルベニア州
ワシントン市

10チーム 優勝はロレンドテキサス

7 公1 日米親善交流野球大会 8月10日～22日 米国ペンシルベニア州、
ワシントン市、ピッツバーグ、
テキサス州ダラス

日本選抜選手が参加
20名選手団、監督コーチ指導者10名合
計30名で交流団として米国訪問
交流試合結果は9戦3勝6敗の成績で終
了

8 公1 第17回コルトリーグ大会 9月17日～11月5日 東京・埼玉・千葉他 優勝は宇都宮ポニーベースボールクラブ
尚、関東連盟、沖縄連盟、北海道連盟に
よる第1回全日本コルトリーグ中学野球
選手権大会に、ポニーを代表して下記の
チームが決まる。
北海道は札幌東ベースボールクラブ
沖縄は宜野湾ポニーズ
関東は宇都宮ポニーベースボールクラ
ブ、清瀬ベースボールクラブ

9 公1 第1回全日本コルトリーグ中学野球選手権大会 12月10,11日 沖縄県宜野座村営野球場
嘉手納野球場

優勝は九州代表の筑紫野ドリームズ

10 公1 国際会議「米国本部協会」 10月10日～15日 米国フロリダ州オーランド市 毎年国際ポニー本部役員として行
われている

本部　大会等実施一覧表

〈一般社団法人事業〉

―6月1日より公益目的事業として開始―



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 監査会 1月23日（日）終日 スクロール麹町会館 チーム監督60名

2 南ブロック審判講習会 1月23日（日）終日 江東ポニーグランド 30名

3 審判部会 1月30日（日）半日 タワーホール船堀会館 60名

4 東ブロック審判講習会 2月6日（日） 市原グランド 50名

5 西ブロック審判講習会 2月13日（日） 清瀬グランド 50名

6 沖縄新プロジェクトチーム参加 2月11日（金）～13日（日） 沖縄名護市 20名 札幌及び関東からそれぞれ1チームが参加

7 春季大会抽選会 2月20日（日） タワーホール船堀 60名 午後13：00～16：00にて終了春
季関東連盟大会組合せのため

8 審判講習会 3月6日（日） 江戸川グランド 80名 他リーグ審判員を呼んでの講習会実施

9 春季大会開会式 4月10日（日） 江東グランド 47チーム

10 アジア太平洋地域出場関東連盟代表選抜大会 5月3日（祝） 清瀬グランド

11 他リーグとの交流試合
ポニーリーグとしては2チーム参
加

5月3日4～4日 柏市 16チーム

12 新人審判講習会 5月28日（土） 清瀬グランド 60名 　　新人のための講習会

13 公1 アジア太平洋地域ブロンコ選手権大会日本代表決定戦 6月11日～12日 東松山総合グランドにて

14 公1 アジア太平洋地域ポニー選手権大会日本代表決定戦 6月18日、19日
（2日間にわたって大会が
行われる）

札幌市（麻生球場） 優勝は関東選抜

15 公2 運営委員会 6月25日〈土） 東京ガーデンパレス 関東連盟
運営委員

16 公1 第37回全日本選手権大会抽選会
（本部主催）

6月26日（日） タワーホール船堀 運営は関東連盟にて実施

17 公1 全日本選手権大会開会式 7月23日～26日 江戸川球場その他8ヶ所

18 公1 春季関東連盟閉会式 7月3日（日） 江東グランド 優勝は江東ライオンズ
各大会の優勝がある

19 公1 春季一年生大会 7月3日（日） 江東グランド 優勝は市川ポニージュニア

20 公2 審判部会 7月10日（日） 江東区ランド
江戸川グランド

審判登録員

21 公1 アジア太平洋地域選手権大会
出場：ジュニアチーム

7月16日～22日 韓国ソウル市 アジア9カ国にての大会
優勝は台湾代表
米国世界戦への出場機会を得る

22 公1 アジア太平洋地域ポニー選手権大会
出場：関東選抜チーム

7月29日～8月3日 中国成都市 5カ国にての大会
優勝は台湾代表
米国世界戦への出場機会を得

23 公2 運営委員会 8月6日（土） 東京ガーデンパレス 関東連盟運
営委員

24 公1 第38回日米親善交流大会 8月10日～22日 米国ペンシルベニア州ピッ
ツバーグワシントン市テキ
サスダラス市　　　　ロスア
ンゼルス各地訪問にて10
試合を交流する

対戦は3勝6敗で交流をはか
る

25 公1 第17回新潟大会（ポニーリーグ） 8月20日、21日 新潟県阿賀野球場
ポニー専用グランド

23チーム参加
優勝は市原ポニー

26 公2 指導者講習会 8月21日(日） グランドアーク半蔵門 監督
コーチ

27 公1 秋季大会開会式
秋季新人戦大会、育成大会をあ
わせて開始

9月4日～11月5日 東松山市営球場 45チーム参加

28 公1 第17回コルト関東大会開会式 9月17日～11月5日 常総運動公園21チーム参加
優勝は宇都宮ポニーベース
ボールクラブ

―6月1日より公益目的事業として開始―

関東連盟　大会等実施一覧表

〈一般社団法人事業〉



29 公2 運営委員会 11月12日（土） 東京ガーデンパレス 関東連盟運
営委員

30 公2 指導者講習会 12月18日（日） グランドアーク半蔵門 監督
コーチ

31 公2 野球教室 12月24日、25日 真如苑公園グランド 小中学生
200名

プロOBの専門家にて指導が実施さ
れた



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 第1回国際ベースボールアイランドイン沖縄 2月11日～13日 名護高校
宜野湾市民広場その他

8チーム 北海道連盟選抜チームが出場

2 第13回沖縄大会 3月26日～28日 沖縄市営野球場
具志川野球場
宜野湾市民広場

14チーム 北海道として2チーム出場
優勝：宜野ポニーズ
準優勝：札幌ロイヤルズ
第3位：苫小牧中央ポニークラブ

3 審判講習会 4月10日 札幌ロイヤルズ室内練習場 ポニー所
属監督・
コーチ

ＵＤＣの審判講習会（内川氏）

4 第37回全日本選手権北海道予選 5月3日～6月5日 野幌球場
麻生球場
ロイヤルズ球場

12チーム 優勝：札幌ロイヤルズ
準優勝：苫小牧中央ベースボールクラブ

第3位：北海ベアーズ

5 公1 第6回ポニーベースボール旭川大会 6月11日～12日 スタルヒン球場 12チーム 優勝：札幌ロイヤルズ
準優勝：旭川中央ベースボールクラ
ブ

6 公1 アジア太平洋地域選手権大会
日本代表決定戦

6月16日～17日 麻生球場 3チーム 北海道札幌ロイヤルズが出場
日本代表は関東選抜が優勝し
てアジア大会へ

7 公1 第6回札幌スポーツ館杯 6月18日～7月17日 麻生球場 12チーム 優勝：苫小牧中央ベースボールクラ
ブ準優勝：札幌ロイヤルズ

8 公1 第37回全日本選手権大会 7月23日～26日 江戸川球場
大田スタジアム
所沢市営球場
東松山市栄球場
所沢県営球場その他

66チーム 北海道から74チーム出場
ポニーの部にて札幌ベースボール
クラブが全国優勝を勝ち取る

9 公1 ベースボールフェスティバル
「ジュニアチャンピオンシップ」

8月5日～7日 円山球場 16チーム ポニーから3チーム出場
優勝：新琴似シニア

10 公1 第19回全国選抜北海道大会 8月20日～21日 麻生球場 10チーム 関東連盟千葉ポニー2チーム出
場　　優勝：サン苫小牧

11 公1 第3回TAMS杯 8月28日～9月10日 12チーム 優勝：札幌ロイヤルズ
準優勝：旭川中央ベースボールクラ
ブ

12 公1 第36回新人戦大会開催 9月11日～23日 野幌球場にて 8チーム 優勝：札幌ロイヤルズ
準優勝：苫小牧中央ベースボールクラブ

13 公1 第1回北海道コルト大会 10月2日～9日 柏賀丘球場 6チーム 優勝：札幌東ベースボール協会
準優勝：苫小牧中央ベースボールクラ
ブ　12月に沖縄にて開催された第1
回全日本中学野球選手権大会へ出
場権を勝ち取る

14 公2 野球教室 12月14日 日本ハム室内練習場 40名 日本ハムのOBによる指導

北海道連盟　大会等実施一覧表

〈一般社団法人事業〉

―6月1日より公益目的事業として開始―



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 審判講習会 1月24日 宜野湾市民広場 ポニー所属
監督コーチ

2 野球教室 2月10日 名護高校グランド 100名 野球振興会所属OB派遣による指導

3 第27回春季大会 2月12日～3月6日 宜野湾市民広場 7チーム 優勝：宜野湾ポニーズ
準優勝：沖縄ダイヤモンドクラ
ブ

4 第13回沖縄大会 3月26日～28日 沖縄市営球場
具志川球場
宜野湾市民広場

14チーム
北海道2
関東4
沖縄8

優勝：宜野湾ポニーズ
準優勝：札幌ロイヤズル

5 第28回夏季大会 4月30日～5月22日 セルラー那覇
赤間球場
宜野湾市民広場

7チーム 優勝：宜野湾ポニーズ
準優勝：沖縄ダイヤモンドクラ
ブ

6 公1 アジア太平洋選手権日本代表決定戦 6月16日～17日 麻生球場 3チーム 沖縄選抜で出場
代表は関東選抜が優勝して
アジア大会へ

7 公1 第37回全日本選手権大会 7月23日～26日 江戸川球場その他8ヶ所 66チーム 沖縄から4チーム参加

8 公1 第13回連盟長杯
（コルト大会出場予選）

9月10日～11日 宜野湾市民広場
海邦球場

7チーム 優勝：宜野湾ポニーズ

9 公1 第27回秋季大会 10月8日～12月3日 円山球場 7チーム ポニーから3チーム出場
優勝：新琴似シニア

10 公2 審判講習会 10月24日（日） 宜野湾市民広場 審判登録員
父兄

11 公1 一年生大会 12月3日～4日 海邦球場
嘉手納球場
南西石油グランド

5チーム 優勝：八重山ポニーズ
準優勝：宜野湾ポニーズ

沖縄連盟　大会等実施一覧表

〈一般社団法人事業〉

―6月1日より公益目的事業として開始―
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