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　（平成27年2月7日（土）　大阪府茨木市　茨木市民総合センター　多目的ホールにて）

第４０回全日本評議員総会　大阪（茨木市）にて開催

松下会長（4期目）体制 連盟40周年の発進！

第 105 号

笹 沼 信 彦

全日本ろう社会人軟式野球連盟
会 長 松 下 繁 夫
広報部長

発 行

（総会 報告〈要約〉）

毎年２月初旬に行なわれている「全日本ろう社会人軟式野球連盟 評議員総

会」は本年で節目の４０回目を迎え、大阪府茨木（いばらき）市の「茨木市民

総合センター」にて、各支部より評議員定数名の内、出席61名・委任10名で、

規定数 3分の２以上の人数により総会の成立となり、２６年度の事業及び会計

決算報告について活発な質疑応答が行われました。

昼食をはさみ、午後からは２７年度の事業計画案及び会計予算案の提示につい

ても活発な質疑応答が行われ、事業計画案・会計予算案共に承認されました。

なお、本年度は節目の年となる第４０回記念全日本ろう社会人軟式野球選手

権大会は、九州支部が主管となり、１０／９（金）～１１（日）福岡県久留米

（くるめ）市、小郡（おごおり）市で開催予定で準備進行中です。

また、常任理事の任期（２年）満了に伴い、役員改選が行われた結果、松下

会長・真柴理事長共に４期目の再任となり、２７～２８年度の常任理事体制は、

6ページで紹介されている通りとなりました。
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第40回全日本ろう社会人軟式野球連盟　評議員総会・新年宴会　平成27年2月7日（土）
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全日本ろう社会人軟式野球連盟　2015（平成27）年度　登録状況

☆ ＝　新加盟チーム ★　＝　チーム名変更

東京支部 愛知支部 九州支部
1 東京アスレチックス 22 1 トヨタジェネラルズ 17 1 北九州ドルフィンズ 12

2 東京シャローム 18 ★ 2 三河龍パワーズ 12 2 熊本ファイヤーズ 17

3 在京千葉ＢＢＣ 21 ★ 3 トヨタメテオーズ 17 3 ＦＤＢフィリーズ 11

4 東京かしわクラブ 13 4 加越 15 4 鹿児島フンカーズ 15

5 東京トライアンフ 14 5 名古屋鯱 15 役員 4

役員 4 役員 3

92 79 59

埼玉支部 神奈川支部 大阪支部
1 Ｉ．Ｄ．Ｂ 16 1 神奈川ドジャース 18 1 大阪サーファーズ 16

2 埼玉シャローム 20 2 湘南ヤンキース 19 2 RUSH　Soldier 14

3 ＮＤＢ 12 3 新潟フェニックス 12 3 タツローズ 18

4 上州ギャンブラーズ 18 4 相模原ろう野球クラブ 12 4 ＧＢＰ 13

5 ライオンズ 20 5 新横浜メーアウエーブ 21 5 なにわルーキーズ 16

6 宮城デフ・メッツ 17 6 神奈川シャローム 17 6 豊中ろう野球クラブ 18

7 埼玉レッドソックス 16 ☆ 7 湾岸煌ファイターズ 14 ☆ 7 神戸リバティズ 12

8 埼京カージナルス 18 役員 2 ☆ 8 香川シャローム 16

役員 1 役員 5

138 115 128

総計 37 チーム 611 名

☆新規　＝　神戸リバティズ　、　香川シャローム　、　湾岸煌（きらめき）ファイターズ

★チーム名変更　＝　トヨタ龍パワーズ　→　三河龍パワーズ

　　　　　　　　　   トヨタメッツ　→　トヨタメテオーズ

解散　＝　相模マリナーズ　、　湾岸メッツ

休部　＝　愛知メッツ

前年比

支部名 チーム数 登録人数 チーム数 登録人数 チーム数 登録人数 増減

東京支部 6 116 5 97 5 92 ▲5

神奈川支部 6 116 7 124 7 115 ▲9

埼玉支部 8 133 9 164 8 138 ▲26

愛知支部 5 87 6 100 5 79 ▲21

大阪支部 6 109 6 114 8 128 +14

九州支部 4 56 4 56 4 59 +3

計 35 617 37 655 37 611 ▲44

　　　　　　　 ※平成25～26年度は、夏の追加登録込みの人数。

2013（平成25）年 2014（平成26）年 2015（平成27）年
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開会式は10月10日（土）朝8時15分から久留米市営野球場にて行われます！！

福岡県の久留米（くるめ）市県立体育館にて行われます。

第40回記念　全日本ろう社会人軟式野球選手権大会について

本年の主管は九州支部で、平成27年10月9日（金）組み合わせ抽選会・監督主将会議が

福岡県の久留米（くるめ）市県立体育館にて行われます。
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（運行は20～40分間隔で出ています）

小郡（おごおり）市

久留米（くるめ）市

組み合わせ抽選会・監督主将会議の後、交歓会も行なわれます！

九州新幹線　約 17 分

特急　約 20 分　快速　約 35 分

博多から久留米までは・・・

福岡空港から久留米までは・・・

高速バス　通常 約 45～50 分

（注意）

１チーム３名までの人数制限がある予定です。

詳細は、大会出場チームへ渡される大会案内等に

同封し配布されます。
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（監事）

平成27～28年度

全日本ろう社会人軟式野球連盟　常任理事体制

会長 理事長 事務局長 大会局長 指導部長

（九州支部） 再任 （神奈川支部） 再任 （東京支部） 再任 （埼玉支部） 再任 （大阪支部） 再任

松下　繁夫 真柴　勝幸 浦川　洋 倉田　健治 丸山　雅之

吉田　宜弘 小川　光隆 笹沼　信彦 宮本　茂平 田川　祐亨

審査部長 会計部長 広報部長 大会局次長 審判部長

（東京支部） 新任 （愛知支部） 再任 （大阪支部） 再任 （九州支部） 再任 （神奈川支部） 新任

今後２年間、ろう野球連盟の発展に

共に頑張りましょう！

常任理事一同、よろしくお願い申し上げます。

遠藤　一洋

（東京支部） 新任

西日本監事

仁志　拳

（大阪支部） 再任

東日本監事

常任理事を新しく任されました、

東京支部の吉田宜弘（たかひろ）と言います！

茨城県出身で、趣味は野球、登山です。

ろう野球選手の増員を目指して、ろう野球界を

さらに盛り上げていけるよう頑張ります！

歴代最年少！？ですが、よろしくお願いします。

９年ぶりの再選となりました、

神奈川支部の田川祐亨（まさゆき）と言います！

静岡県出身で、趣味は海外旅行です。

好きな言葉は「誠意誠実」です！

よろしくお願いします。
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お詫び（前回連盟報第104号）

平成26年12月20日発行の連盟報
第104号の第1面上の「第39回全日本
選手権大会」の個人賞の内、チーム名
表記が誤っておりました。

最優秀投手賞

（誤）勝又　悠樹　（豊中）

↓

（正）勝又　悠樹　（湘南）

この紙面を借りて訂正致しますとともに、
ご本人及びチーム関係者に深く
お詫び申し上げます。

神奈川支部は本年で創立30周年を迎えます。

平成２７年１１月７日（土）

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにて

記念パーティー「野球祭」が行われます！

ビッグなデフ・コメディアンが多数来場！！

神奈川支部　創立30周年記念野球祭のＰＲです！

      お待ちしております！！！

是非多数のご参加を
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（計画であって、本決定ではありません）

facebookに登録していない人でも ＱＲコード　→　
このページは「公開」につき、どなたでも ＱＲコードリーダーで　　

登録不要で見ることはできます。 一発読み込みできます！

携帯電話やスマートフォンからでもご覧になれます。
但し、携帯電話の場合は、設定・仕様によってはアルバム（写真）は見れない場合もあります。

各支部から公式に発信された大会試合情報などを載せています。
周囲の人にもＰＲし、どしどし見に来てください！

ろう野球につながりがある「載せて欲しい」情報がありましたら、
是非とも当連盟の広報部長か、事務局長へお寄せください♪

【各支部大会　速報】 ※東京支部、埼玉支部、九州支部は年間リーグ戦で現在も進行中

（大阪支部　春季大会） （愛知支部　春季大会） （神奈川支部　春季大会）

（優勝） （優勝） （優勝）

　　豊中ろう野球クラブ 　　トヨタジェネラルズ 　　湘南ヤンキース

（準優勝） （準優勝） （準優勝）

　　大阪サーファーズ 　　加越 　　新横浜メーアウェーブ

（３位） （３位） （３位）

　　ＧＢＰ 　　三河龍パワーズ 　　相模原ろう野球クラブ

スコア、個人賞等、詳細はFacebookにも掲載しておりますので、是非ともご覧下さい。

全日本ろう社会人軟式野球連盟　　

公式 facebook（フェイスブック） 

　http://www.facebook.com/ALL.JDBL

全日本が主催となっている２大会は、上の通り６支部で基本的に毎年持ち回りで開催されています。

さて！気になるのは・・・！　5年後の「2020年」といえば、東京オリンピック！

2020年の全日本選手権大会は第45回となりますが、記念ともなる当番支部は・・・愛知支部かな！？

※計画上のことであり、全日本常任理事会議にて各支部の状況を鑑みた上で決定されます。

6ヵ年計画

2020年

？？？

？？？


