
平成２４年度事業報告書 
 
今年度当初の事業計画は、皆様のご支援、ご協力により無事日程を終了いたしましたので、

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、秋季大会をはじめとする各種地域大会を開催できました。 
全国的なポニーベースボール大会の開催事業として、第３８回全日本選手権大会、会長杯

大会、北海道大会、沖縄大会、新潟大会、関西交流大会、沖縄元気プロジェクト大会、ア

ジア太平洋地域選手権出場大会の日本代表チーム予選大会、、各連盟主催コルトリーグ大会

を開催いたしました。なお、他の少年硬式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第２回全日本コル

トリーグ中学野球選手権大会を開催し、選手の交流を図ることができました。 
新しい企画として九州を中心とするジャパンリーグとポニーリーグに所属する代表選手と

オールスターエキシジビション大会も開催できました。 
国際的なポニーリーグ大会の開催・後援事業として２８回になりますアジア太平洋地域

選手権大会に出場しましたが残念ながら２３年度同様に世界ワールドシリーズ大会への出

場権は獲得できませんでした。日米親善交流大会は日本での開催の年であり、アメリカ選

抜選手（テキサスダラス市近郊の選抜ポニー所属の選手）が３０名で米国チームとして来

日されました。 
日本としては関東エリア、新潟エリアで受け入れをさせていただき、国際交流試合を展開

することができました。 
 
○ 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

盟ごとに春と秋に実施させていただきました。 
ポニーベースボールに関する指導及び研究事業として、指導書講習会及び審判講習会を春

季、秋季に開催をいたしました。 
それぞれの大会などの実施状況については、別添の明細書をご覧ください。 
以上、平成２４年度本部事業がすべて終了できましたこと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。 
今後とも、よろ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２４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。 
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事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 公1 24年度アジア太平洋地域国際会議 １月１３日（金）～１６日（月） 福岡県博多市

日本・米国・中国・韓
国・台湾・ロシア・イ
ンドネシア・フィリピ
ン・ベトナム・シンガ
ポール

２４年アジア太平洋地域の事業企
画を各代表者によって発表。
会議内容は小学生・中学生の部の
新ルールなどの確認が行われた。

公1 本部純主催大会 ３月３１日（土）～４月１日（日） 沖縄大会として開催
沖縄連盟、
関東連盟

関東のチームが優勝し、大いに盛
り上がった。

公1 　　〃 ３月１７日（土）～６月末
大田スタジアム　関東連盟
春季大会として開催

関東連盟
小学生の部・中学生の部を同時に
開催。

公1 　　〃 ８月２５日（土）～２６日（日） 全国選抜北海道大会 北海道連盟
今年も「頑張ろう日本」を合言葉に
元気に開催

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１７日（日） 松戸市営球場 3チーム
湘南マリンチームが日本代表に
なる

公1 　　〃　　ポニーの部 ６月１６日（土）～１７日（日） 沖縄赤間球場 3チーム 札幌ロイヤルズが日本代表となる

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１４日（土）～２０日（金） 中国南京市市営球場にて 日本他5カ国
優勝は台湾チームがアジア代表と
なり世界戦へ

公1 　　〃　　第28回ポニー大会 ７月２７日（金）～８月２日（木）
韓国ソウル市市営球場に
て

日本他3カ国
優勝は台湾チームがアジア代表と
なり世界戦へ

全日本選手権大会

公1 　　〃　　第36回　ブロンコの部 ７月２１日（土）～２４日（火） 東京・千葉 4チーム 新潟ポニーリトルスターズが優勝

公1 　　〃　　第38回　ポニーの部 　　　　　同　　　　　　上 東京・埼玉・千葉・神奈川 26チーム 千葉ポニーが優勝

公1 　　〃　　第3回　コルトの部 　　　　　同　　　　　　上 東京・埼玉・千葉・神奈川 22チーム 江戸川グリッタサンズが優勝

公1 　　〃　　第17回　会長杯の部 　　　　　同　　　　　　上 東京 14チーム 市川北ポニーが優勝

2012年度世界選手権大会
アジア代表としてブロンコ
の部とポニーの部は台湾
が出場となる

米国にて開催日本は該当チームなし

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

10チーム

公1 　〃　　ポニーの部 ８月９日（木）～
米国ぺンシルベニア州
ワシントン市

10チーム

7 公1 日米親善交流野球大会 ８月９日（木）～１９日（日） 東京・埼玉・新潟・千葉

各地域
受け入れ
チーム
4ヶ所

日米交流試合が各地で開催され
大歓迎を受けた

8 公1 第18回コルトリーグ大会 ９月１日（土）～１１月中旬 北海道・沖縄・関東
開会式９月１日（江戸川区球場に
て）　各連盟で試合が開催され、
各連盟の代表が決定された

9 公1 国際会議「米国本部協会」
１０月６日（土）～１０月１２日
（金）

米国ペンシルベニア州
ワシントン市にて

毎年国際ポニー会議として開催
アジア代表役員として2名参加

10 公1
第２回全日本コルトリーグ中学野
球選手権大会

１２月７日（金）～９日（日） 埼玉西武ドーム ８チーム 市原ポニーが優勝

11 公1
オールスタージャパン・ポニー
スペシャルエキシビジョンマッチ

１２月２２日（土）～２３日（日）福岡ヤフードーム 連合チーム
九州選抜と関東・北海道・沖縄
選抜のオールスター大会

協会本部  ２４年度　大会等実施一覧表

アジア代表として、ブロンコの部、
ポニーの部共台湾が出場
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事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 公2 指導者講習会 １月１５日（日）終日 清瀬市下宿センター チーム監督60名

2 公2 南ブロック審判講習会 ２月５日（日） 江東グランド 30名 各ブロックの代表参加

3 公2 審判部会 ２月１９日（日） グリーンパレス 60名 審判代表者参加

4 公2 東ブロック審判講習会 １月２９日（日） 市原グランド 50名 各ブロックの代表者が参加

5 公2 西ブロック審判講習会 ２月１２日（日） 清瀬グランド 50名 各ブロックの代表者が参加

6 公1 沖縄新プロジェクトチーム参加 ２月１１日（土）～１２日（日） 沖縄 20名 関東選抜が参加

7 公1 春季大会抽選会 ３月４日（日） 江戸川文化センター 60名
チーム監督、マネージャー事務局
担当が参加

8 公2 審判講習会 ３月１１日（日）終日 鴻巣富士電機グランド 80名 関東連盟代表審判が参加

9 公1 春季大会開会式 ３月１７日（土） 大田スタジアム 47チーム 関東代表８００人の選手が出場

10 公1
アジア太平洋地域出場関東
連盟代表選抜大会

５月４日（祝） 清瀬グランド

11 公1
他リーグとの交流試合
ポニーリーグとして2チーム参
加

３月２４日（土）～２５日（日） 山梨県市営グランド 16チーム 他リーグとの交流戦

12 公2 新人審判講習会 ５月３日（祝）終日 清瀬グランド 60名 未経験者を対象に開催

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１６日（土）～１７日（日） 松戸市営球場 ３チーム 湘南マリンが代表

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１６日（土）～１７日（日） 恩納村赤間球場 ３チーム 札幌ロイヤルズが代表

15 公1
第38回全日本選手権大会抽
選会（本部主催）

６月２４日（日） タワーホール船堀
全日本大会
出場チーム

16 公1 全日本選手権大会開会式 ７月２１日（土） 江戸川区球場 ６６チーム 全国選抜チーム

17 公1 春季関東連盟閉会式 ７月８日（日） 東松山市営球場 優勝清瀬ポニー

18 公1 春季一年生大会 ８月５日（日） 江戸川ポニーグランド 優勝千葉ジャガーズ

19 公2 指導者講習会 ８月１９日（日） 大田産業プラザ 審判登録員

20 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１４日（土）～２０日（金） 中国南京市 ６ヶ国 優勝は台湾チーム

21 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（日）～８月２日（木） 韓国ソウル市 ４ヶ国 優勝は台湾チーム

22 公2 指導者講習会 １２月１６日（日） 大田産業プラザ
関東連盟
運営委員

23 公1 第3９回日米親善交流大会 ８月９日（木）～８月１９日（木） 埼玉・新潟・羽田・東京

24 公1 第1８回新潟大会（ポニーリーグ） ８月２５日（土）～２６日（日） 新潟阿賀野市 関東連盟代表チームが参加

25 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９日（日）終日 青葉の森球場（千葉市） 関東連盟 ５５チームが出場

26 公1 第1８回コルト関東大会開会式 ９月１日（土） 江戸川区球場 関東連盟 優勝は清瀬ポニー

27 公1
第２回全日本コルトリーグ中学
野球選手権大会

１２月７日（金）～８日（土） 埼玉西武ドーム 8チーム
関東から市原ポニー・清瀬ポニーが
出場
優勝は市原ポニー

28 公1
オールスタージャパン・ポニー
スペシャルエキシビジョンマッチ

１２月２２日（土）～２３日（日）福岡ヤフードーム
連合
２チーム

九州選抜と関東・北海道・沖縄
選抜のオールスター大会
関東連盟所属選手が出場

関東連盟　　　　２４年度　大会等実施一覧表



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 公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（土）～１３日（日） 沖縄県 8チーム 札幌ロイヤルズ準優勝

2 公1 第1４回沖縄大会 ３月２４日（土）～２６日（月） 沖縄県 14チーム 北海道連盟は不参加

3 公1 第38回全日本選手権北海道予選 ５月３日（木）～６月５日（火）

野幌球場
麻布球場
ロイヤルズ球場

11チーム
優勝札幌ロイヤルズ
６チームが全日本出場

4 公1
第１回ポニーベースボール
結成記念大会

６月９日（土）～１０日（日） 北斗市営球場 12チーム
結成記念大会
北斗市開催
優勝札幌ロイヤルズ

5 公1
アジア太平洋地域選手権大会
AP日本代表決定戦
ポニーの部

６月１６日（土）～１７日（日） 沖縄県赤間球場 3チーム 札幌ロイヤルズが代表チームとなる

6 公1 第７回夏季大会 ６月１６日（土）～７月８日（日） 札幌エリア 1１チーム
優勝　　　札幌ロイヤルズ
準優勝　苫小牧中央BBC

7 公1 第38回全日本選手権大会 ７月２０日（金）～２４日（火）
江戸川区球場
他関東エリア

66チーム
６チーム出場
優勝は江戸川グリッタサンズ

8 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３日（金）～５日（日） 札幌エリア 16チーム ポニー参加３チーム

9 公1 第20回全国選抜北海道大会 札幌エリア 17チーム 優勝苫小牧中央BBC

10 公1 第4回秋季大会 札幌エリア 1１チーム
優勝札幌ロイヤルズ
準優勝札幌東BBC

11 公1 第2回北海道コルト大会 8月18日（土）～19（日） 札幌エリア 8チーム 優勝旭川中央BBC

12 公1 第37回新人戦大会開催 ９月２２日（土）～１０月７日（日） 札幌エリア 8チーム
優勝北海ベアーズ
準優勝札幌東BBC

13 公1
第２回全日本コルトリーグ
中学野球選手権大会大会

１２月８日（土）～９日（日） 西武ドーム ８チーム
旭川中央BBCが出場
優勝は市原ポニー

14 公1
オールスタージャパン・ポニー
スペシャルエキシビジョンマッチ

１２月２２日（土）～２３日（日）福岡ヤフードーム ２チーム
九州選抜と関東・北海道・沖縄
選抜のオールスター大会
北海道連盟所属選手が出場

北海道連盟　　２４年度大会等実施一覧表



事業項目 期間 場所 参加対象 その他

1 公2 審判講習会 3月18日（日）終日 宜野湾市民広場
ポニー所属
監督コーチ 6リーグ所属審判員が全員参加

2 公1 第28回春季大会開催
1月28日（土）～2月26日
（日）

宜野湾市民広場
海邦公園　その他

7チーム
リーグ戦にて開催
優勝は八重山ポニー

3 公1 第14回沖縄大会開催 3月31日（土）～4月2日（月）
石川球場　沖縄市営
その他

14チーム
北海道2
関東4
沖縄8

優勝は清瀬ポニー

4 公1 第29回夏季大会開催 5月3日（木）～6月2日（土）
石川球場　具志川球場
宜野湾広場　その他

7チーム
優勝は八重山ポニー
準優勝はダイアモンドポニー

5 公1
アジア太平洋選手権
日本代表決定戦開催

6月16日（土）～17日（日）
恩納村赤間
ボールパーク

3チーム
札幌ロイヤルズが日本代表
となる

6 公1 第38回全日本選手権大会開催　 7月21日（土）～24日（火）
江戸川球場
大田スタジアム
埼玉・千葉その他の球場

66チーム
沖縄から3チームが代表とし
て出場

7 公1
第1４回連盟長杯開催
（コルト大会出場予選）

9月22日（土）～23日（日）
嘉手納球場
海邦球場

7チーム
優勝は宜野湾ポニー
全日本コルトリーグ出場決定

8 公1 第28回秋季大会開催
10月6日（土）～11月10日
（土）

八重山で開催 7チーム 優勝は宜野湾チーム

9 公2 審判講習会開催 11月29日（日） 具志川商高グランド
審判登録員
父兄

チーム審判員全員参加
併せて高野連講習会にも参加

10 公1 一年生大会開催 9月8日（土）
嘉手納球場
海邦球場

5チーム
1年生中心にて開催
優勝は島尻BC

11 公1
第2回全日本コルトリーグ
中学野球選手権大会開催

12月7日（土）～9日（日） 埼玉西武ドーム 8チーム
沖縄として宜野湾ポニーが出場
優勝は市原ポニー

12 公1
オールスタージャパン・ポニー
スペシャルエキシビジョンマッチ

１２月２２日（土）～２３日（日） 福岡ヤフードーム
連合
２チーム

九州選抜と関東・北海道・沖縄
選抜のオールスター大会
沖縄連盟所属選手が出場

沖縄連盟　　　２４年度大会等実施一覧表


