
2022年度 兵庫ブレイバーズ
球団プロフィール



ブレイバーズ（Braver )は

「勇敢な、勇ましい」という意味です。

どんな困難な状況であったとしても、

『勇敢に立ち向かう集団でありたい』
という願いが込められています。



2022年度 公式試合

チーム成績

48戦中

15勝30敗3分

年間入場者数
（主催試合24試合計算）

入場者数は1,352名

平均56名



ドラフト会議

最速152キロアレックス投手には6球団スカウトが視察。
昨年調査書を獲得した柏木内野手。
50m5.9秒で走る、俊足・山崎内野手。
サイドスローに転向しコントロールが安定した山科投手。
150キロ近くの球を投げる中村投手。

10月20日（木）NPBドラフト会議での指名を期待しましたが、残念な
がら指名に至りませんでした。



VISION
スポーツを続けたい若者が兵庫に集い、

スポーツや兵庫の人々との触れ合いを通じて、

心身共に成長できる

MISSION
スポーツを愛する若者に夢を与え続ける

スポーツ・若者・それを応援するファンの熱気で、

兵庫全体を活性化する

VALUE
応援してくれる兵庫の地域や人々を心から愛し、感謝の心を持ち続ける

スポーツを心から楽しみ、また鍛錬を怠らず、日々向上心を持ち続ける

法令や地域のルールを厳守する



VISION MISSION VALUE の達成に向けて

地域・協賛企業のために実施すること

・地元、兵庫に愛される球団づくり
⇒⇒⇒ 常に身近な存在でいられるよう、

多くの地域活動に参加させていただきました

野球の実力向上に向けた取り組み

・NPB入りする選手の輩出
・所属するさわかみ関西独立リーグでの優勝

⇒⇒⇒ 指導者の刷新、練習環境の改善



目標達成のため ／ 新体制

監督

山川 和大
Y A M A K A W A  T O M O H I R O

1995年1月4日生まれ、兵庫県神戸市出身
芦屋学園在学時、兵庫ブルーサンダーズに所属。

2016年、読売巨人軍から育成3位指名入団。5年在籍。
2022年、兵庫ブレイバーズに復帰。右投左打。

まずはドラフト指名選手を出すこと。
リーグ優勝して三田を盛り上げる事。
自分が培ってきた知識、体験してきたことを全て伝えていきたい。
チームの課題としては一人一人もっとNPBに行きたいんだ！
という気持ちを全面に出してほしい。
全員に夢が叶うチャンスがある。
そのチャンスを掴めるように努力して欲しい。
厳しく指導していきたいと思います。

若いながら経験値高く、
球団に想いのある監督が就任



2023年度のチーム

2023年度キャプテン

田中悠聖
T A N A K A  Y U U S E I

選手：41名所属
（2022年10月1日現在）

この度キャプテンに就任しました田中悠聖です。
いつもご支援ありがとうございます。
お陰様で今シーズン野球に打ち込むことが出来ましたが、結果は最下位でした。
応援してくださってるのに不甲斐ない結果になり申し訳ございません。
来シーズンは、とにかく元気はどこのチームにも負けないように、我武者羅にプ
レーする姿を見ていただけたら嬉しいです。
絶対に勝つんだという気持ちを持って毎日取り組みたいと思います。
そして必ず優勝します。
来シーズンも応援よろしくお願い致します。



地元で野球ができる環境

本拠地アメニスキッピースタジアム（兵庫県三田市）
リーグ公式戦、練習を行っています
毎月のスタジアムの整備活動もさせていただいてます

遠征の際は、三田運送様よりご提供いただいたマイクロバスを活用
維持費は地元協賛企業様にご支援いただいてます

三田市内に選手寮を3か所完備
新聞でも紹介されました
球団事務所を併設しています



地域活動×SDGs

「若者が夢を追える場所づくり」の実現
SDGsのゴール達成への実現も視野に入れた地域貢献活動を

地域貢献活動の結果
行政との協業/新たなファンを獲得/協賛企業支援/地域活性化 に繋げる



地域活動
朝のあいさつ運動

三田市と神戸市北区の学校、計47校に選手が2名ずつ訪問

2023年度は100校訪問目標

三田西陵高等学校
狭間中学校
八景中学校

けやき台中学校
藍中学校
長坂中学校
上野台中学校
三田学園中学校
ゆりのき台中学校
富士中学校
三輪小学校

すずかけ台小学校
つつじが丘小学校

ひまわり特別支援学校
学園小学校
武庫小学校
弥生小学校
狭間小学校
広野小学校

けやき台小学校
ゆりのき台小学校
母子小学校
小野小学校
富士小学校
本庄小学校
志手原小学校
高平小学校
藍小学校

松が丘小学校
あかしあ台小学校
三田小学校

有野中学校

鈴蘭台中学校

北神戸中学校

有野北中学校

唐櫃中学校

小部東小学校

道場小学校

長尾小学校

唐櫃小学校

西山小学校

ハ多小学校

ありの台小学校

鈴蘭台小学校

鹿の子台小学校

藤原台小学校

有野小学校



2022年度 地域活動 アメニスキッピースタジアム・整備作業（1か月に1度）

駒ヶ谷運動公園・整備作業（1か月に1度）

朝の挨拶運動（47校）

野球教室・開催

三田消防署・動画出演

サンタフェス・参加

第1回兵庫野球肘検診・参加

三田ライオンズクラブ献血

浜甲子園スポーツフェスタ・参加

ウィーログ・イベント・参加

チラシ配布（三田・新三田駅）

ポップアスリート関西開会式・参加

三田福活祭・参加

三田まつり・参加

富良野ブルーリッジファン感謝祭・参加

フローラ88チラシ配布

きたろく里山音楽祭2022秋・参加

さんだまち博・参加

吟湯 湯治聚落イベント・参加

秋の交通安全運動式典・参加

トライやるウィーク・受入

スモカモス・受入



選手たちの生活と協賛企業様との繋がり

株式会社ワイ・エヌ・エス三田

六寶

那須梱包株式会社

ちぇりー亭

明洞市場

JA兵庫六甲

駒ヶ谷運動公園

嬉らく人

さんだサンライズホテル

とんと

敬称略



居酒屋ブレイバーズ
ファンが語らう場を目指して
居酒屋を2021年に開業

選手とファンがつながる居酒屋
収益は運営資金に

か ね ふ く め ん た い パ ー ク 神 戸 様 か ら
お 米 の 支 援 を い た だ い て お り ま す



ブレイバーズが考える本拠地との繋がり

夢を追いかける若者達を応援し続けるまち

毎年40名前後の若者が全国各地よりこのまちに集まる

プロ野球独立リーグの興行があることで、交流人口を増やしていく

交流人口が増えることで、まちに賑わいと経済効果を出していく

中長期的に移住定住促進にも繋がればと考える



ファン属性・サポーター会員数

ブレイバーズ通信

毎月15,000部新聞折込
（兵庫県三田市、西脇市）

サポーター会員数

98名
（昨年度から14名増）

SNSフォロワー数

Facebook：2,913
Instagram：1,773
Twitter：635

ホームページ閲覧数

11,002



ファン感謝祭



2022年度シーズン
たくさんのご支援をありがとうございました

三田市
三田運送株式会社
株式会社日比谷アメニス
学校法人芦屋学園
株式会社モリタホールディングス
SORK
だいすけ鍼灸整骨院
学校法人近畿医療学園
居酒屋ばっくす
WSG株式会社
整形外科 ふくしまクリニック
日本営業大学
ダイドードリンコ 株式会社
一般社団法人ひいらぎ山口町あすなろクリニック
有限会社 ニシナカ
株式会社エヌプラスケア
たいせい住宅兵庫株式会社
株式会社コラントッテ
スポーツクラブNAS ウッディタウン
レディオバルーン
株式会社東甲インテリア
大興印刷
ヒョウ工務店
株式会社LOKAHI

株式会社Yugen
神戸環境クリエート株式会社
株式会社サンテック
いち徳建設株式会社
有限会社北村工務店
株式会社田村畜産
神戸医療福祉専門学校
株式会社フォレスト
リアン株式会社
KL&B
株式会社マリーコーポレーション（仁木家）
株式会社ロジスティック・プラス
日光診療所
共栄建設工業
Hiro設計一級建築士事務所
大有工舎
ktwofive株式会社
A.LIVe AUTO
有限会社キタガキ
欣勝寺
六甲タイムス
社会福祉法人陽気会
N・Y・フードサービス株式会社
悠遊グループ（不老）

株式会社堂本

株式会社津﨑工務店

衣笠設計

鮨・季節料理やわらぎ

株式会社コミナミ

三住興産株式会社

メモリーゴールド

株式会社プリテック

野球一筋

ヨコヤマファーム（ダブルレール）

たまねぎあたま

有限会社ライトアップサービス

株式会社ワイエヌエス三田

株式会社三田中央販売

読売センター西脇

剣菱酒造株式会社

特進館

トヨタカローラ新三田

三田松聖高等学校

かねふくめんたいパーク

なかの工芸

澤外科

敬称略



みんなでつくろうボールパーク
まちのプロ野球球団「兵庫ブレイバーズ」を

ぜひご活用ください
球団名 兵庫ブレイバーズ
法人名 一般社団法人兵庫ブルーサンダーズ
事務所 〒669-1533 兵庫県三田市三田町19-5
三田寮 〒669-1533 兵庫県三田市三田町19-4 
大原寮 〒669-1515 兵庫県三田市大原557-2 
サテライト 〒651-0084兵庫県神戸市中央区磯部通3-2-17 

ワールド三宮ビル6階
代表理事 川崎大介
理事 岡崎賢治 (山口町あすなろクリニック・院長）
理事 鳴坂祐太郎 (株式会社N＋CARE・代表取締役）
監事 國廣健一郎 (公認会計士)
執行役員 中田仁之 (日本営業大学・学長)
執行役員 林直也 (関西学院大学・人間福祉学部・教授）
顧問 五島大亮 (神戸市会議員）
顧問 佐貫尚子 (三田市議会議員）
顧問 白井和弥 (三田市議会議員）
顧問 兵頭尚 (神戸三田法律事務所）
オブザーバー 和田洋介(パークマネジメント三田・総括所長）
所属リーグ さわかみ関西独立リーグ
監督 山川和大

本拠地 兵庫県三田市、西脇市
フランチャイズ球場 アメニスキッピースタジアム
球団カラー ブルー
パートナーシップ
令和2年10月10日
・日本営業大学と「アスリートのセカンドキャリアに関する業務提携協定」を締結
令和2年12月16日
・三田市と「スポーツを通じたまちづくりなどに関するパートナーシップ協定」を締結
令和3年9月1日
・公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会と「障害者スポーツ応援協定」を締結
令和3年9月1日
・Vリーグ男子バレーボール・兵庫デルフィーノと「スポーツを通じたパートナーシッ
プ連携協定」を締結
令和3年10月13日
・西脇市硬式野球協会に加盟
令和3年11月1日
・中学硬式チーム・兵庫北播リトルシニアと「パートナーシップ協定」を締結
令和4年3月16日
・西脇市と「スポーツを通じたまちづくりなどの関する連携協定」を締結
令和4年4月2日
・兵庫野球指導者会と「パートナーシップ協定」を締結


