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【日程 / schedule】2013年6月27日から7月2日 / From June 27 to July 2, 2013

【場所 / place】花園セントラルスタジアムほか / Hanazono Central Stadium, etc

【主催 / promoter】
　　　ネパールで野球「ラリグラスの会」、０６ブルズ、一般財団法人 全日本野球協会 /
　　　　Baseball in Nepal “Circle Laligurans”, 　　　Zero-roku Bulls, 　Baseball Federation of Japan

【後援 / supporter】東大阪市教育委員会、公益財団法人 八尾市国際交流センター
　　　　Higashiosaka Board of Education,　　　　　　Yao International Center

パキスタン領事館
Consulate of Pakistan

【特別協賛 / special sponsor】（株）マリ・インターナショナル / Mari International Co., LTD.

【協力 / cooperator】
　　大阪経済法科大学 / University Osaka of Economics and Law
　　オリックス野球クラブ / Orix Baseball Club 大阪交野リトルシニア / Osaka Katano Little Senior
　　関西独立リーグ（紀州レンジャーズ、兵庫ブルーサンダーズ） / Kansai Independent League
　　中森工芸 / Nakamori Kogei 東大阪市立縄手南中学校 / Nawate Minami Junior High School
　　ドリーム東大阪店 / Dream Higashiosaka Branch  東大阪バーチャルシティ/ Higashiosaka Virtual City

製作：ネパールで野球「ラリグラスの会」　2013年7月8日
http://www.nepalbaseball.net/

　国際野球連盟（IBAF）では、オリンピックでの野球復活に向け、ソフトボールとの統合団
体WBSCを結成するなど、さまざまな活動を行っています。その成果もあり、本年5月29日
に行われたIOC理事会では、野球（ソフトボール）はレスリング、スカッシュとともに2020
年オリンピックにおける実施競技の最終候補に残りました。そして、この３競技の中から本
年9月に開催されるIOC総会において、１競技が最終決定されます。
　今回の友好試合が、南アジアおよびカワール・シャー団長が担当する西アジアにおいて、
野球のオリンピック復帰に対するアピールにつながることを望みます。

特別ゲスト

スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏

　南アジアの野球発展、野球による国際親善への思いを込め、この度の試合には
特別ゲストとして、スリランカ出身の審判員、スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏
に審判員を勤めていただいております。
　スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏は、元スリランカ代表の投手で、選手引退後
は日本に留学、日本で審判員の勉強をされました。そして、昨年の都市対抗野球
大会でも審判員を務め、外国人初の審判員として注目されました。
　また、スリランカに野球道具を送る活動なども行っており、スリランカの野球
発展のために大きな貢献をされています。

南アジア野球の近況

06ブルズのご紹介

　06ブルズは東大阪市を本拠地とする関西独立リーグ所属のプロ野球
チームです。「東大阪から頂点に」を合言葉に、昨年からリーグに参
戦、前後期とも２位だったものの、年間チャンピオンシップを制し、年
間優勝を成し遂げました。
　また、昨年、06ブルズにはネパール人初のプロ野球選手であるイッ
ソー・タパ投手（写真）が所属しておりました。ネパール野球は昨年、
パキスタンで行われたパンジャブ国際スポーツフェスティバルで国際大
会初勝利をいたしましたが、この勝利にはイッソー投手が06ブルズで
学んだことも大きく貢献しています。

　2010年に南アジア野球連盟が発足、翌2011年にはパキ
スタンのラホールで第１回南アジア野球選手権が開催され
ました。この大会にはネパール、パキスタン、スリラン
カ、アフガニスタンが出場しています。
　また、2012年12月に日本の協力でスリランカに南アジ
ア初の野球場が開場したことも大きな出来事です。 スリランカの野球場

南アジア野球連盟加盟国とIBAF世界ランキング

　パキスタン (男子23位) スリランカ (男子30位) アフガニスタン (男子39位)
　ネパール (男子51位) インド (女子11位) バングラデシュ



　東大阪パキスタン野球友好試合開催にご協力いただいた全ての皆さまに心か
ら感謝申し上げます。ラリグラスの会では、1999年からネパールで野球普及活
動を行ってまいりました。今回、ネパール野球連盟と友好関係にあるパキスタ
ン野球連盟からの要望を受け、南アジア諸国の野球発展、東大阪市の国際親
善、オリンピックでの野球復活へアピールなどを目的として、本件を企画いた
しました。野球を通じ、国境を越えた相互理解と友情を育むことにも繋がれば
と期待いたしております。
　パキスタンの子供たちに、どうか暖かいご声援をお願い致します。

ご挨拶

　06ブルズは東大阪の球団として地域に密着した活動を展開しており、この
度、このような形で東大阪の国際親善に貢献できることを嬉しく思います。
　昨年、06ブルズではネパール出身のイッソー・タパ投手が活躍し、ネパール
や南アジアの野球に注目される皆様が増えたとも聞いております。将来は、パ
キスタンから選手が入団する日が来るかも知れません。パキスタンそして東大
阪の野球少年たちに皆様のご声援をお願い申し上げます。

　今回、このうような試合が行われることを大変嬉しく思います。今回の親善
試合はパキスタンと東大阪市の野球少年たちにとって素晴らしい経験になるこ
とでしょう。
　私は各地の野球教室で少年野球の指導をすることも多いですが、選手たちに
は、野球の楽しさを知るとともに野球を通じた人間的な成長を望んでいます。
　短い期間ですが、パキスタンの選手たちが日本で多くの事を学び、将来は母
国の野球を背負って立つような選手になって欲しいと思います。

日付 予定 備考

6月27日(木) パキスタンチーム来日
オリエンテーション

関西国際空港
大阪経済法科大学

6月28日(金) 午前：縄手南中学校訪問
午後：練習
夕方：大阪交野リトルシニア訪問

縄手南中学校
龍間ぐりーんふぃーるど
私部公園グラウンド

6月29日(土) 練習およびプロ野球観戦
（オリックスvs楽天、14時開始）

大阪市内
京セラドーム大阪

6月30日(日) 午前：東大阪市中学生選抜チームと試合
午後：06BULLS対紀州レンジャーズ観戦

花園セントラルスタジアム

7月 1日(月) 観光 奈良公園

7月 2日(火) パキスタンチーム帰国 関西国際空港

日程

　団長：
Pervaiz Khawar Shah

　役員、コーチ：
Anwar-ul-Haq Rana（監督） Jamil Zahid（コーチ）
Pirzada （通訳）

　選手：
Ahmed Waqas（投手・14歳） Muhammad Abdullah Bara（投手・15歳）
Muhammad Yasin（投手・15歳）　 Fahad Shah（捕手・15歳）
Shafique Zunair（捕手・15歳） Asadullah Bara（内野手・15歳）  
Jamil Muhammad Mohsin（内野手・15歳） Ahmed Muhammad（内野手・13歳）

　 Iqbal Ahsan（外野手・13歳） Muhammad Abdullah Bara
Shahid Khan

カワール・シャー氏

　今回、パキスタン代表チームの団長を務めるのはパキスタン野球連盟事
務総長のカワール・シャー氏です。
　カワール・シャー氏は、国際野球連盟においても4月までアジア野球連
盟副会長を勤められ、現在は、西アジアの野球発展のための担当理事を務
められており、パキスタン国内のみならず、国外においても重要な役割を
担っておられます。

概要

　2013年6月27日から7月2日に渡り、パキスタンU16（16歳以下）の野球代表チームを東大阪
市に迎え、東大阪市の中学生選抜チームとの対戦や各種交流活動を行います。
　当企画の主な目的は以下のとおりです。

　・国際試合等を経験することにより、東大阪の青少年に国際感覚を身につけさせる。
　・東大阪市ほか各関係団体において、パキスタンとの友好関係を構築する。
　・パキスタンと日本の相互理解を促進し、子どもたちを中心とした親善、友情を育む。
　・多くの人が野球を通じた国際交流や社会貢献について考えるための切っ掛け作りをする。
　・パキスタンおよび南アジアの野球発展に貢献する。
　・主に南アジアや西アジアに対し、オリンピック野球競技復活へ向けてアピールする。　

06ブルズ監督（元近鉄バファローズほか選手）

（06ブルズ運営団体）

NPO法人 スポーツクリエイション理事長
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パキスタン選手団
ネパールで野球「ラリグラスの会」代表
パキスタン野球連盟在日本開発指導者



　東大阪パキスタン野球友好試合開催にご協力いただいた全ての皆さまに心か
ら感謝申し上げます。ラリグラスの会では、1999年からネパールで野球普及活
動を行ってまいりました。今回、ネパール野球連盟と友好関係にあるパキスタ
ン野球連盟からの要望を受け、南アジア諸国の野球発展、東大阪市の国際親
善、オリンピックでの野球復活へアピールなどを目的として、本件を企画いた
しました。野球を通じ、国境を越えた相互理解と友情を育むことにも繋がれば
と期待いたしております。
　パキスタンの子供たちに、どうか暖かいご声援をお願い致します。

ご挨拶

　06ブルズは東大阪の球団として地域に密着した活動を展開しており、この
度、このような形で東大阪の国際親善に貢献できることを嬉しく思います。
　昨年、06ブルズではネパール出身のイッソー・タパ投手が活躍し、ネパール
や南アジアの野球に注目される皆様が増えたとも聞いております。将来は、パ
キスタンから選手が入団する日が来るかも知れません。パキスタンそして東大
阪の野球少年たちに皆様のご声援をお願い申し上げます。

　今回、このうような試合が行われることを大変嬉しく思います。今回の親善
試合はパキスタンと東大阪市の野球少年たちにとって素晴らしい経験になるこ
とでしょう。
　私は各地の野球教室で少年野球の指導をすることも多いですが、選手たちに
は、野球の楽しさを知るとともに野球を通じた人間的な成長を望んでいます。
　短い期間ですが、パキスタンの選手たちが日本で多くの事を学び、将来は母
国の野球を背負って立つような選手になって欲しいと思います。

日付 予定 備考

6月27日(木) パキスタンチーム来日
オリエンテーション

関西国際空港
大阪経済法科大学

6月28日(金) 午前：縄手南中学校訪問
午後：練習
夕方：大阪交野リトルシニア訪問

縄手南中学校
龍間ぐりーんふぃーるど
私部公園グラウンド

6月29日(土) 練習およびプロ野球観戦
（オリックスvs楽天、14時開始）

大阪市内
京セラドーム大阪

6月30日(日) 午前：東大阪市中学生選抜チームと試合
午後：06BULLS対紀州レンジャーズ観戦

花園セントラルスタジアム

7月 1日(月) 観光 奈良公園

7月 2日(火) パキスタンチーム帰国 関西国際空港

日程

　団長：
Pervaiz Khawar Shah

　役員、コーチ：
Anwar-ul-Haq Rana（監督） Jamil Zahid（コーチ）
Pirzada （通訳）

　選手：
Ahmed Waqas（投手・14歳） Muhammad Abdullah Bara（投手・15歳）
Muhammad Yasin（投手・15歳）　 Fahad Shah（捕手・15歳）
Shafique Zunair（捕手・15歳） Asadullah Bara（内野手・15歳）  
Jamil Muhammad Mohsin（内野手・15歳） Ahmed Muhammad（内野手・13歳）

　 Iqbal Ahsan（外野手・13歳） Muhammad Abdullah Bara
Shahid Khan

カワール・シャー氏

　今回、パキスタン代表チームの団長を務めるのはパキスタン野球連盟事
務総長のカワール・シャー氏です。
　カワール・シャー氏は、国際野球連盟においても4月までアジア野球連
盟副会長を勤められ、現在は、西アジアの野球発展のための担当理事を務
められており、パキスタン国内のみならず、国外においても重要な役割を
担っておられます。

概要

　2013年6月27日から7月2日に渡り、パキスタンU16（16歳以下）の野球代表チームを東大阪
市に迎え、東大阪市の中学生選抜チームとの対戦や各種交流活動を行います。
　当企画の主な目的は以下のとおりです。

　・国際試合等を経験することにより、東大阪の青少年に国際感覚を身につけさせる。
　・東大阪市ほか各関係団体において、パキスタンとの友好関係を構築する。
　・パキスタンと日本の相互理解を促進し、子どもたちを中心とした親善、友情を育む。
　・多くの人が野球を通じた国際交流や社会貢献について考えるための切っ掛け作りをする。
　・パキスタンおよび南アジアの野球発展に貢献する。
　・主に南アジアや西アジアに対し、オリンピック野球競技復活へ向けてアピールする。　

06ブルズ監督（元近鉄バファローズほか選手）

（06ブルズ運営団体）

NPO法人 スポーツクリエイション理事長
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パキスタン選手団
ネパールで野球「ラリグラスの会」代表
パキスタン野球連盟在日本開発指導者
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【日程 / schedule】2013年6月27日から7月2日 / From June 27 to July 2, 2013

【場所 / place】花園セントラルスタジアムほか / Hanazono Central Stadium, etc

【主催 / promoter】
　　　ネパールで野球「ラリグラスの会」、０６ブルズ、一般財団法人 全日本野球協会 /
　　　　Baseball in Nepal “Circle Laligurans”, 　　　Zero-roku Bulls, 　Baseball Federation of Japan

【後援 / supporter】東大阪市教育委員会、公益財団法人 八尾市国際交流センター
　　　　Higashiosaka Board of Education,　　　　　　Yao International Center

パキスタン領事館
Consulate of Pakistan

【特別協賛 / special sponsor】（株）マリ・インターナショナル / Mari International Co., LTD.

【協力 / cooperator】
　　大阪経済法科大学 / University Osaka of Economics and Law
　　オリックス野球クラブ / Orix Baseball Club 大阪交野リトルシニア / Osaka Katano Little Senior
　　関西独立リーグ（紀州レンジャーズ、兵庫ブルーサンダーズ） / Kansai Independent League
　　中森工芸 / Nakamori Kogei 東大阪市立縄手南中学校 / Nawate Minami Junior High School
　　ドリーム東大阪店 / Dream Higashiosaka Branch  東大阪バーチャルシティ/ Higashiosaka Virtual City

製作：ネパールで野球「ラリグラスの会」　2013年7月8日
http://www.nepalbaseball.net/

　国際野球連盟（IBAF）では、オリンピックでの野球復活に向け、ソフトボールとの統合団
体WBSCを結成するなど、さまざまな活動を行っています。その成果もあり、本年5月29日
に行われたIOC理事会では、野球（ソフトボール）はレスリング、スカッシュとともに2020
年オリンピックにおける実施競技の最終候補に残りました。そして、この３競技の中から本
年9月に開催されるIOC総会において、１競技が最終決定されます。
　今回の友好試合が、南アジアおよびカワール・シャー団長が担当する西アジアにおいて、
野球のオリンピック復帰に対するアピールにつながることを望みます。

特別ゲスト

スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏

　南アジアの野球発展、野球による国際親善への思いを込め、この度の試合には
特別ゲストとして、スリランカ出身の審判員、スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏
に審判員を勤めていただいております。
　スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏は、元スリランカ代表の投手で、選手引退後
は日本に留学、日本で審判員の勉強をされました。そして、昨年の都市対抗野球
大会でも審判員を務め、外国人初の審判員として注目されました。
　また、スリランカに野球道具を送る活動なども行っており、スリランカの野球
発展のために大きな貢献をされています。

南アジア野球の近況

06ブルズのご紹介

　06ブルズは東大阪市を本拠地とする関西独立リーグ所属のプロ野球
チームです。「東大阪から頂点に」を合言葉に、昨年からリーグに参
戦、前後期とも２位だったものの、年間チャンピオンシップを制し、年
間優勝を成し遂げました。
　また、昨年、06ブルズにはネパール人初のプロ野球選手であるイッ
ソー・タパ投手（写真）が所属しておりました。ネパール野球は昨年、
パキスタンで行われたパンジャブ国際スポーツフェスティバルで国際大
会初勝利をいたしましたが、この勝利にはイッソー投手が06ブルズで
学んだことも大きく貢献しています。

　2010年に南アジア野球連盟が発足、翌2011年にはパキ
スタンのラホールで第１回南アジア野球選手権が開催され
ました。この大会にはネパール、パキスタン、スリラン
カ、アフガニスタンが出場しています。
　また、2012年12月に日本の協力でスリランカに南アジ
ア初の野球場が開場したことも大きな出来事です。 スリランカの野球場

南アジア野球連盟加盟国とIBAF世界ランキング

　パキスタン (男子23位) スリランカ (男子30位) アフガニスタン (男子39位)
　ネパール (男子51位) インド (女子11位) バングラデシュ


