


主催者から皆様へ

ご来場の皆様、こんにちは。
本日は「All Nations」が主催します、“第１2回東日本大震災復興支援チャリティーマッチ”に
お越し下さいまして、誠にありがとうございます。
２０１１年３月１１日に東北沖で起きた東日本大震災から１０年以上が経ちますが、復興までに
はまだまだ多くの労力と時間を必要とする現状があります。被災地では今も尚、復興へ向けての
戦いが日々続いている状況です。そこで、私たち「All Nations」は、「野球人が集まり、野球人
だからこそ出来る事で恩返しをしよう」との決意から多くの野球関係者の協力の下で１１年前に
初のチャリティーマッチを河川敷のグランドから開始しました。
そして今年、第１２回目となるチャリティーマッチを開催致します。今回も多くの方々から更な
るご支援、ご協力を得ることが出来ました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。このチャ
リティーマッチが震災を風化させないためのきっかけになるように、また復興の一端を担う活動
になれば幸いです。それでは
皆様、今日一日をぜひお楽しみ下さい。

代表 三好 貴士

Official Website / Instagram / Facebook Page

「All Nations」について

「All Nations」は【We are (B)all one ! [ボール一つから繋がる奇跡]】を合い言葉に、国籍や
人種を超えて野球をこよなく愛するメンバー達が結成したチームです。
「All Nations」の所属選手は日本だけでなく、アメリカ・カナダ・オーストラリア・メキシコ・
ドイツ・チェコ・フランス・オランダ・オーストリア・韓国・台湾・中国など海外各国で
グローバルに活躍をしています。現役の国内海外プロ野球選手や監督・コーチ陣による野球教室
の開催やチャリティーマッチを通じて、野球を身近に感じて頂く活動をこれからも継続していき
ます。

https://anbb2011.com/about-organization/ （オールネーションズメンバープロフィール）

HP

https://anbb2011.com/about-organization/


チャリティーマッチ スケジュール
■９：３０～１０：００
□開場
□ウォーミングアップ/ゲーム前練習

■１０：２０～１０：５５
□オープニングアクト

相模原キッズチアによるダンスパフォーマンス
□All Nations代表・三好貴士による開会の挨拶
チャリティーマッチの趣旨説明

□来賓挨拶
□両チーム選手紹介
□国家斉唱
□協賛企業様等紹介

■１１：００～
□チャリティーマッチプレイボール（最大７イニング）
□イニング間イベント有り！

■１３：３０～
□来場者交流イベント「プロ野球選手と真剣勝負！チャリティー対決」
□クロージングセレモニー

■１４：１５～
□All Nationsによる野球教室

■１６：００～
□サイン会、ファン交流会（グラウンドにてお客様と選手達との交流の時間になります）
□閉会

来場者参加型イベント
■テニスボール投げ入れ（200円/1球）
□３回裏終了時
入り口ゲートにてテニスボールをご購入いただき、３回終了時にグラウンド
にある的を目掛けて投げて頂きます。見事当たった方には豪華景品を贈呈！

■プロ野球選手と真剣勝負！チャリティー対決（先着5名)（1,000円/1打席）
□試合終了後（高校生以上）
千葉ロッテマリーンズでシーズン３０セーブを記録したこともある荻野選手を
初めとしたオールネーションズの投手と真剣勝負！ヒットを打った方には
豪華景品を贈呈！



COACHING STAFF

■監 督 三好 貴士（みよし たかし）
「All Nations」代表。MLBミネソタ・ツインズ傘下、フォートマイヤーズ・
マイティーマッスルズベンチコーチ。日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアにて
プレーした後、２００９年にダレル・エバンス（メジャー通算２１年間プレー）の下、
アメリカのプロ野球での指導者のキャリアをスタートさせた。２０１５年はNPB
を経験せずにアメリカのプロ野球で監督を務めた初の日本人となった。
２０１８年からは米メジャーリーグ、ミネソタ・ツインズ傘下のマイナーリーグの
コーチに就任。ツインズ史上初の日本人指導者となった。
アメリカプロ野球において１４年間に渡り選手指導をした異色の経歴を持つ。

【Official Web Site】「We are Baseballers!! http://wabb26.com/」

■コーチ 清水 広貴（しみず ひろたか）
アメリカ、カナダ、オーストリアにてプレー経験を持ち、中国プロ野球では日本人
初の野手として四川ドラゴンズにてプレーした経歴を持つ。

【歴代所属チーム】
和信ホエールズ（練習生）/サスカチューン・レジェンズ/
サーファーズパラダイス/四川ドラゴンズ/アルパイン・カウボーイズ（練習生）

PITCHER (投手)

■投 手 萩野 忠寛（おぎの ただひろ）
千葉ロッテマリーンズや社会人野球の日立製作所などでプレー。
千葉ロッテ時代はクローザーとしても活躍し、「ミスター０」の愛称で親しまれた。
小柄な体からは想像もできない大胆なフォームでキレの良い球を投げ込む投手。

【歴代所属チーム】
千葉ロッテマリーンズ/日立製作所硬式野球部/神奈川大学

■投 手 山本 淳（やまもと じゅん）
西武ライオンズで主に中継ぎとして4年間プレーした後、社会人野球の日立製作所で
プレー。都市対抗にも出場し活躍した。

【歴代所属チーム】
埼玉西武ライオンズ/日立製作所/TDK千曲川/国際武道大学/東海大相模高

All Nations 監督・選手紹介



■投 手 北川 智規（きたがわ とものり）
オリックス・ブルーウェーブに入団して活躍した投手。
プロ野球入団前には神奈川大学野球リーグで３６勝をあげ、５５３奪三振を奪い
リーグ記録を塗り替えた。

【歴代所属チーム】
オリックス・ブルーウェーブ/横浜国立大学/埼玉県立川越高校

■投 手 星野 真澄（ほしの ますみ）
BCリーグ信濃グランセローズから読売ジャイアンツに入団、プレーした投手。
左のワンポイントとして１軍でも活躍した。スリークウォーター気味のフォーム
から多彩な変化球を投げ込む。

【歴代所属チーム】
読売ジャイアンツ/GOLD GYM BASEBALL CLUB/信濃グランセローズ/

バイタルネット/愛知工業大学/埼玉栄高校

■投 手 大島 崇仁（おおしま みつひと）
プロ野球独立リーグ、社会人野球、大学野球など多くのカテゴリーでプレーした
経験を持つ。アンダースローから放たれる様々な球種を武器に、先発から中継ぎ、
抑えまでどのポジションでも活躍した。

【歴代所属チーム】
サウザンリーフ市原/三重スリーアローズ/神戸ナインクルーズ/ワイテック など

■投 手 亀谷 なる実（かめたに なるみ）
女子硬式野球クラブチーム「侍」でプレーする現役選手。
日本最大の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグで2021年最多投球回数を誇る。

【歴代所属チーム】
侍/埼玉栄高校女子硬式野球部

■投 手 島内 博史（しまうち ひろし）
上宮⾼校時代に甲⼦園出場。その後天理⼤学に進学し、卒業後に社会⼈野球
ミキハウスに所属する。ミキハウス退団後はカナダの初のプロ野球リーグに
所属したトロワリビエール・セインツにてプレーした経験を持つ。

【歴代所属チーム】
トロワリヴィエール・セインツ/ミキハウス/天理大学/上宮高校



CATCHER (捕手)

INFIELD (内野手)

■内野手 安田 裕希（やすだ ゆうき）
２０１８年は米プロ野球独立リーグの最高峰リーグのアトランティックリーグで
プレーするなど、１０年間にわたり４カ国でプレー。２０２２年はメキシコプロ
野球リーグの１つであるリーガノルテデメキシコのラパス・デルフィネスでプレー。

【歴代所属チーム】
ラパス・デルフィネス/ロンドンメジャーズ/サザンメリーランド・ブルークラブス/

ピッツバーグ・ダイヤモンズ/ソノマ・ストンパーズ/ダグラス・ディアブロス/

ラスクルーセス・ヴァッケロス/法政大学準硬式/横浜市立桜丘高校 など

■捕 手 松下 一郎（まつした いちろう）
2010年にプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズより育成1位指名を受ける。
３年間横浜ベイスターズにてプレーした経験を持つ。

【歴代所属チーム】
横浜DeNAベイスターズ/関西外国語大学/神戸市立六甲アイランド高校

■投 手 小林 亜由良（こばやし あゆら）
四国アイランドリーグPlusの徳島インディゴソックスに所属する投手。左投げから
放たれるマックス１５０キロ近いストレートが魅力。

【歴代所属チーム】
徳島インディゴソックス/千葉敬愛大学/埼玉平成高

■内野手 肥田 貢次（ひだ こうじ）
守備に定評があり、アメリカで参加したスカウトリーグではトロント・
ブルージェイズにて監督を務めたティム・ジョンソンもその職人級の守備力を
認めたほど。日本のプロ野球独立リーグであるBCリーグで活躍した。

【歴代所属チーム】
群馬ダイヤモンドペガサス/パームスプリングス・パワーズ/上武大学/
東海大相模高



OUTFIELD (外野手)

■外野手 前沢 力（まえざわ りき）
人気YouTuberクーニン率いる「クーニンズ」の中心選手の一人。軟式野球では
１４９キロの速球を投げ、様々なプロ野球選手ともコラボしている。

【歴代所属チーム】
クーニンズ/横浜国立大学/佐原高校

■外野手 田久保 賢植（たくぼ けんしょく）
「All Nations」副代表。アメリカのプロ野球を始めとし、カナダ、オーストラリア、
チェコ、韓国など世界６カ国でプレーをし、２０１４年はオーストリア代表の
コーチも務めた。チェコエクストラリーガ（チェコ）では日本人選手として初となる
プロ契約を果たすなど、異色の経歴を誇るインターナショナルプレーヤー。

【歴代所属チーム】
フロッシ・ブルノ/フェルトキルヒ・カージナルス/アルパイン・カウボーイズ/

大和侍レッズ/大阪ホークスドリーム/レッドランド・レイズ/コリア・ヘチ
ストラトフォード・ナショナルズ/徳島インディゴソックス など

■内野手 中村 太一（なかむら たいち）
２０２２年はアメリカ独立リーグの一つであるペコスリーグのコロラドスプリングス
スノーソックスなどでプレーした内野手。競争の激しいアメリカ独立リーグで
今もなおチャレンジしている。

【歴代所属チーム】
コロラドスプリングス・スノーソックスアルパイン・カウボーイズ/

ロズウェル・インベーダーズ/パームスプリングスパワー/明星大学/帝京第三高校

■外野手 松澤 裕介（まつざわ ゆうすけ）
２０１６年に育成ドラフトで読売ジャイアンツに指名され入団した。前年度の
ドラフトでも同球団から指名されたが入団前のメディカルチェックで怪我が見つかり
入団辞退。２年連続育成ドラフトで指名された選手は初となった。現在は四国
アイランドリーグPlusの打撃コーチ。

【歴代所属チーム】
読売ジャイアンツ/香川オリーブガイナーズ/朝日大学/誉高



参加選手の情報をAll Nations Facebookページ、Instagramページで
掲載させていただいております。下記QRコードよりご覧ください！

Facebookページ Instagram

■外野手 寺岡 勇成 （てらおか ゆうせい）
２０２２年は１００年以上の歴史を誇るカナダのセミプロリーグである
インターカウンティーベースボールリーグのトロント・メープルリーフで
プレーした外野手。大学卒業後は教員として務めたが、退職して海外に
挑戦し続けている。

【歴代所属チーム】
トロント・メープルリーフ/ワスコ・リザーブ/

ヤーノシュショモルヤ・ラスカルズ/日本大学/佐倉高校

■投手・内野手・外野手
ぼなーる ゆうや / ぼなーる まさ
登録者数１０万人を超えるYouTubeチャンネル「ぼなーるちゃんねる」で
活動するYoutuber。

◀ チャンネル登録はこちらから！



日本独立リーグ・クラブチーム連合

廣瀬 流星
⾹川オリーブガイナーズ

⻘柳 雄貴
⾹川オリーブガイナーズ

⼩井⼿ 和宏
富⼭GRNサンダーバーズ

⼤⾼ 歩
神奈川フューチャードリームズ

⼟屋 剛
信濃グランセローズ

熊⾕ 航
新潟アルビレックスBC

蛭⽥ 菜⽉
⼥⼦野球・侍

⼤⽻ 晃⼠
マルユウベースボールクラブ

⼭⽥ 義治
横浜ベイブルース

剱持 守
相模原クラブ

こちらに記載していない選⼿以外も
たくさん出場いたします！

出場選⼿は変更になる場合が
ありますので、あらかじめ
ご了承ください。

守⾕ 慶太郎
横浜球友クラブ



チャリティーマッチ 出店・協賛企業

入場ゲートにて温かいお食事を提供！

キッチンカー
・梵蔵(ぼんくら)さま

野球選手の爪ケア
・野球ネイルさま

▲ホームページはこちらから

⽖の専⾨家として30年以上のキャリアを持つ専⾨家の先⽣がご来場の皆様
に野球ネイルの⽅法を伝授！また、現在起きている⽖トラブルの相談を受
付致します。野球以外でもトラブルに適した⽖や⽪膚のケア製品を試して
いただき、気に⼊られた⽅には当⽇購⼊することもできます。
ぜひみなさまご利⽤ください。

・ファニーズキッチンさま

【協賛企業】

・関東審判倶楽部さま
今年もチャリティーマッチでの審判をご担当いただきます。

・吉田商事さま
「テニスボール投げ入れ」「プロ野球選手と真剣勝負！チャリティー対決」などイベントの
賞品をご提供いただいております。

その他たくさんの企業・個人さまからもご協賛いただいております。

普段は淵野辺駅徒歩2分のところで
店舗を構えて営業しております！

安心見守りキッチンカーとして地元の
団地を中心に様々な場所においしい
料理をお届けしています！

▲インスタグラム
はこちらから

▲お店の情報は
はこちらから



アメリカンベースボールスクールの様子

All Nationsの活動及び事業実績

2016-2022 アメリカンベースボールスクールin 横浜

2017-2018/2022 アメリカンベースボールスクールin 群⾺

2018-2022 アメリカンベースボールスクールin 千葉

2020-2022 アメリカンベースボールスクールin 東京

2018.11 アメリカンベースボールスクールミニキャンプ in 千葉（スキル特化型）

2019.12 アメリカンベースボールスクール 技術アップクラス in横浜
MLBミネソタ・ツインズ指導者・三好貴⼠が推奨するメジャースタイル守備講座〜

2019.12 アメリカンベースボールスクール 技術アップクラス in横浜
MLBミネソタ・ツインズ指導者・三好貴⼠が推奨するメジャースタイル打撃講座〜

2020.11 アメリカンベースボールスクール 技術アップクラス in 東京
MLBミネソタ・ツインズ指導者・三好貴⼠が推奨するメジャースタイル打撃講座〜

■【チャリティーイベント】
被災地の⽅への思いを込め東⽇本⼤震災以降継続した活動を⾏なっています。

■【アメリカンベースボールスクール】
成功・失敗・協⼒を⾃らが主体的に体験するコンセプトの野球教室。毎年１回のペース
にて各地で開催しております。

2011-2022 東⽇本⼤震災復興⽀援チャリティーマッチ、及び被災地における野球教室



WE ARE (B)ALL ONE!!

ボール一つから繋がる奇跡を信じて


