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契約更改 ドラフト 試合速報 日程 順位表・成績 名鑑 公示 球宴 球団データ キャンプ
２００９年

試合結果

２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  
11月

2010年10月14日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ソフトバンク 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
投 手
ロッテ 成瀬
ソフトバンク 杉内 ―金沢 ―森福 ―甲藤
【勝】 成瀬 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 杉内 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ 大松1号
ソフトバンク
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スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

▼最新のＱ＆Ａ
メジャーリーグがポストシーズンの出場

チーム数を増やす案が出てますけど仮
中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
以前のプロ野球では、３連投や４連投が当

たり前のようにありましたが、今の
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プロ野球・クライマックスシリーズ、日本シリーズの試合展望、試合レ
ポートを掲載しています。

トップ 野球 サッカー 競馬 格闘技 ゴルフ テニス その他 芸能 Do!スポーツ

2010年10月14日 (木)

“今季一番”成瀬の快投でロッテが初戦奪取！

日本シリーズ進出をかけ、パ・リーグのCSファイナルステージ第一戦が福岡ソフトバンクの本拠地ヤフードー

ムで行われた。大事な初戦の先発を任されたのはロッテ・成瀬とソフトバンク・杉内。試合は中盤以降、1点も

譲らない投手戦となった。

CSファーストステージで西武に見事な2試合連続で逆転勝利した3位千葉ロッテと、土壇場で優勝を手にした1

位福岡ソフトバンク。CSファイナルステージは、6連戦で先に3つ勝ち星をあげたチームが日本シリーズへと

進出する権利を得る。

その初戦の先発を任されたのはロッテ・成瀬とソフトバンク・杉内。エース同士の投げ合いとなった。

先にチャンスを作ったのはロッテ。1回表、清田がフルカウントからセンター前ヒットで出塁し、続く井口が四球

で一死一二塁と初回から先制のチャンスを広げ得点圏にランナーを進めるも、サブロー、今江と凡退し無得

点。その裏、成瀬は川崎のレフト前ヒットと、2つの四球を与え、二死満塁のピンチを招くが4番・ペタジーニを

アウトコースの直球で空振りにしとめ、先制を免れる。立ち上がりは、両投手ともに制球が乱れたが無失点に

抑える。

しかし、2回。杉内の甘く浮いた球をロッテ打線の中軸は見逃さなかった。今岡が初球をとらえ右中間2ベース

とし、金泰均もアウトコースの直球をライトへ運び、無死一三塁とすると、8番・大松が杉内の高めのスライ

ダーを完璧にとらえ、3ランホームランを放ち先制に成功。

この日の成瀬にとっては、3点のリードがあれば十分だった。5回裏、ソフトバンクは8番・松田がスライダーを

とらえショート内野安打で出塁すると、田上が送りバンドを決め一死二塁の場面をつくり上位打線へとつなげ

る。1番・川崎はカウント2-2から成瀬のストレートをとらえレフトタイムリーで1点を返すが、後続の本多は

ショートゴロ、松中は見逃し三振と、成瀬の前に追加得点を奪えない。

その成瀬は尻上がりに調子をあげ、中盤からは毎イニング三振凡退とパーフェクト。対する杉内もランナー

は出すものの得点を与えず、7回から代わった金澤、福森、甲藤の好継投で追加点を与えない。成瀬は9回も

マウンドに上がり小久保、多村、最後はオーティズを打ち取りゲームセット。134球を投げ被安打4、奪三振9、

失点1と抑えて完投勝利を収めた。前日、25歳の誕生日を迎えたエースは、「1日遅れのバースデー勝利にし

たい」と試合前に話していたが、その言葉通り自らへの白星プレゼントとなった。

成瀬は今季0勝4敗と苦手としていたソフトバンク打線を完璧に抑えることができたのは、ソフトバンクの中軸

へのピッチングだ。「中軸を押さえたのが勝負の分かれ目」と本人も話しているとおり、シーズン中は苦手にし

ていた同じ横浜高の先輩・多村にヒットを許さず、それどころか、松中・小久保・多村・ペタジーニとソフトバン

クにとっては長打が期待できる中軸に一本もヒットを打たれない快投をみせた。そして6回以降は、自分でも

「今日はよかった」というストレートを軸にし、更に調子をあげ完投。成瀬の踏ん張りで、大事な初戦をロッテ

が奪い、すでに1勝のアドバンテージがあるソフトバンクとまずはタイに並んだ。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

2010年11月 8日 (月)

ロッテ3位から史上初日本一に！

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ

トップ > 野球 > クライマックスシリーズ＆日本シリーズ特集  > “今季一番”成瀬の快投でロッテが初戦奪取！
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契約更改 ドラフト 試合速報 日程 順位表・成績 名鑑 公示 球宴 球団データ キャンプ
２００９年

試合結果

２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  
11月

2010年10月15日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ソフトバンク 0 2 1 0 0 0 0 0 x 3
投 手
ロッテ ペン ―小野 ―薮田 ―内
ソフトバンク 和田
【勝】 和田 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 ペン 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ 清田1号
ソフトバンク
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特集

選手名鑑

オススメ

▼最新のＱ＆Ａ
メジャーリーグがポストシーズンの出場

チーム数を増やす案が出てますけど仮
中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
以前のプロ野球では、３連投や４連投が当

たり前のようにありましたが、今の
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プロ野球  米大リーグ  高校  社会人  日本代表  大学  学童  日めくりプロ野球
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「パ・リーグびいきデス」  早大・斎藤佑
樹  ナックル姫 吉田えり  ドラフトデータ
集 甲子園白星ランキング夏 春  埼玉西武
ライオンズ特集

プロ野球  高校生  大学生  社会人

プロ野球各球団情報  ＭＬＢ日本人選手名
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和田、13奪三振好投で白星！この敗戦がロッテに与える影響とは…

パ・リーグCSファイナルシリーズ第2戦は、3対1でソフトバンクが勝利。これで2勝1敗で勝ち越した。この日の

勝因は、和田の好投が一番だが、それ以外にも今後を左右する流れが多かった。この一敗は今後のシリー

ズにどんな影響を与えるのか。

単なる一敗で終わるのか、それともファイナルステージを左右する一敗となるのか。

福岡ソフトバンクホークスの和田が初回に清田に一発をあびるものの、2回以降は立ち直り、終わってみれ

ば13奪三振、完投という素晴らしい投球でホークスに勝利を呼び寄せた。

その結果、千葉ロッテマリーンズのクライマックスシリーズ・ファーストステージからの連勝が3で止まった。

「見えないミスを減らさないと勝てない」

これは前日に勝った千葉ロッテの西村監督のコメントだ。

短期決戦は結果がすべて。ファーストステージから3連勝して勢いにのる千葉ロッテだったが、指揮官はバン

トミスなど見えないミスを懸念していた。

そして第二戦。

指揮官の懸念が的中した。

2回一死一塁でサード・今江がゴロを捕球した後に二塁に悪送球。その後、山崎に逆転の2点適時打を浴び

た。3回には井口が一塁に悪送球。そしてこのエラーで出塁した本多が二盗を試み、刺そうとした的場の送球

がそれて三進。小久保の犠飛で3点目を許した。

3失策すべてに得点が絡み、ミスから自滅。ホークスに1勝を与えた形となった。

「失点はすべてミスから。その辺をしっかりやらないと勝てない」

改めておかんむりだった指揮官。

連勝により、潜在的になっていたミスが敗退により顕在化してきた。

いい時は見えなかったものが悪い時には見えてくる。どの世界でもこれは共通事項。

ましてや野球は流れのスポーツ。ミスした方が負ける。自滅による負け試合だけに、流れを取り戻すのは苦

労するだろう。

一方、打線もファーストステージに二桁安打しライオンズ投手陣を粉砕した勢いはない。

エース・杉内が先発したファイナルステージ初戦は7安打。そして第二戦は最多勝・和田の前に散発の2安

打。ホークスの2枚看板がロッテ打線の勢いを止めたといってもいいだろう。

これは第三戦の先発が予想されるホールトンにとっては好材料。5回までしのげば、ホークスの誇る「SBM」が

控えている。秋山監督も試合後、これからは中継ぎ陣が頑張ってくれるだろうと、今後の継投策を披露。総力

戦へ持ち込むつもりだ。

ミスにより流れを手放し、ホークスの2枚看板によりファーストステージの打線の勢いもそがれた千葉ロッテ。

ファーストステージからの“勢い”で勝ち上がりたかったが、この日は今シーズンの対千葉ロッテ戦15勝9敗と

大きく勝ち越す“相性”のホークスが、その相性の良さで取 り戻した一戦だった。

千葉ロッテにとっては、この一敗がどう影響していくのだろうか。その答えは第三戦に表れるだろう。

第三戦の先発はホークスがホールトン。千葉ロッテはマーフィーが予想される。ホークスが勝てば、ファイナル

ステージ突破へ大手がかかる。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ
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2010年10月16日 セ・リーグ クライ
マックスシリーズ 甲子園 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
巨人 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
阪神 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
投 手
巨人 東野 ―ゴンザレス ―久保 ―山口
阪神 能見 ―渡辺 ―久保田
【勝】 東野 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 能見 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 山口 0勝 0敗 1Ｓ
本塁打
巨人 坂本1号
阪神 ブラゼル1号

2010年10月16日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1
投 手
ロッテ マーフィー ―薮田 ―内 ―伊藤
ソフトバンク ホールトン ―森福 ―摂津 ―馬原
【勝】 ホールトン 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 マーフィー 1勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 馬原 0勝 0敗 1Ｓ
本塁打
ロッテ
ソフトバンク
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中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
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プロ野球・クライマックスシリーズ、日本シリーズの試合展望、試合レ
ポートを掲載しています。

トップ 野球 サッカー 競馬 格闘技 ゴルフ テニス その他 芸能 Do!スポーツ

2010年10月16日 (土)

ホークス王手！シーズン防御率5.69のホールトンが快投！

7年ぶりの日本シリーズ出場へホークスが王手をかけた。この日のヒーローは、シーズン防御率5.69のホー

ルトン。6回途中を3安打無失点の好投で、ロッテを引き離す3勝目を手繰り寄せた。

「ホールトンが怪我した後では一番力のある球を投げていた」

試合後、秋山監督が開口一番勝因を語ったが、納得できる。

なぜならば、今日の試合は一歩間違えばどちらに転んでもおかしくない、それほど、攻守に両チームのミスが

出た試合だったからだ。

ベンチはとしては胃が痛くなるハラハラした試合だっただろう。

ホールトンの快投が無ければ…。

先日の試合から継投を示唆し、ある程度の失点は覚悟していた指揮官には嬉しい誤算だったはずだ。

先日に続き、マリーンズのミスにより初回に1点をあげたホークスだったが、その後中々、追加点が奪えな

い。

今日のマリーンズの先発は左腕のマーフィー。

しかし、決して、ロッテ先発マーフィーが良かったわけではない。

降板する5回2/3イニングまでに出した四死球は5つ。制球は荒れていた。

打ち崩す場面はいくつもあったのだ。

1回にマリーンズバッテリーのワイルドピッチでホークスが1点を入れて以降、続く2回にはノーアウトでラン

ナーを出すも、ダブルプレー。

3回には1アウト2、3塁のチャンスから5番多村のセンターへのハーフライナーを松中が打球判断を誤り、サー

ドランナー本多を追い抜かしてしまう、ボーンヘッドでダブルプレー。5回にもスコアリングポジションにラン

ナーを進めるも無得点と、再三ランナーをスコアリングポジションに送るものの得点に至らない。

フラストレーションのたまる攻撃に試合後、「打線のエンジンがかかない」と秋山監督もぼやくほどだ。

これだけ拙攻が続けば、流れがマリーンズに行ってもおかしくない。

しかし、この試合はホールトンが踏ん張り、一度も流れをマリーンズに行かせなかった。

今日のホールトンはシーズン中とはまるで別人。

193センチの長身から投げ下ろす角度のある速球には、球速以上に力があり、ロッテ打線はフライアウトの山

を築いた。

長打だけは警戒したというように、丁寧に低めを投げ続けた今日のホールトン。

しかしそれは逃げると言う事ではない。一方で「四球はOK」という気持ちで厳しく攻めた。

実際にスリーボールまで行くケースはかなりあった。しかし逃げた配球ではないため、打者が手を出してくれ

る。結果として許した長打は今江の二塁打のみ。四球も２つに抑えられた。

5回2/3イニングをなげて無失点。

「攻める気持ち」と「丁寧にいく気持ち」見事に両立させた今日の投球は、とてもシーズン防御率5点台の投手

ではなかった。

マウンドを降りる時、川崎を始め、ホークス内野陣が握手を求めたのも、それだけ今日のホールトンの強い

気持ちが伝わったから。

ホールトンの投球が、いつ流れが変わってもおかしくない試合を投手戦へと持ち込んだのだ。

こうなるとホークスは俄然優位に立ってくる。

最後は今シーズン通りに自慢のリリーフ陣を投入。森福、摂津、馬原と繋ぎマリーンズ打線をシャットアウト。

「スミ１」を守りきりファイナルステージ3勝目。

7年ぶりの日本シリーズ出場へ、2010年パ・リーグ覇者、福岡ソフトバンクホークスがいよいよ王手をかけ

た。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ

トップ > 野球 > クライマックスシリーズ＆日本シリーズ特集  > ホークス王手！シーズン防御率5.69のホールトンが快投！
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ホーム > 野球 > NPB > 2010 > 日程＆結果

契約更改 ドラフト 試合速報 日程 順位表・成績 名鑑 公示 球宴 球団データ キャンプ
２００９年

試合結果

２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  
11月

2010年10月17日 セ・リーグ クライ
マックスシリーズ 甲子園 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
巨人 0 0 0 0 2 0 3 2 0 7
阪神 2 0 1 0 1 2 0 0 0 6
投 手
巨人 朝井 ―グライシンガー ―ＭＩＣＨＥＡＬ ―高木 ―越智 ―山口
阪神 久保 ―久保田 ―藤川球
【勝】 越智 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 藤川球 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 山口 0勝 0敗 2Ｓ
本塁打
巨人 高橋1号
阪神

2010年10月17日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
投 手
ロッテ 渡辺俊 ―小林宏
ソフトバンク 陽耀勲 ―金沢 ―甲藤 ―藤岡
【勝】 渡辺俊 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 陽耀勲 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 小林宏 0勝 0敗 1Ｓ
本塁打
ロッテ 今岡1号
ソフトバンク

教えて！スポニチ

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

▼最新のＱ＆Ａ
メジャーリーグがポストシーズンの出場

チーム数を増やす案が出てますけど仮
中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
以前のプロ野球では、３連投や４連投が当

たり前のようにありましたが、今の

» 教えて！スポニチ（野球）トップページ

プロ野球  米大リーグ  高校  社会人  日本代表  大学  学童  日めくりプロ野球

プロ野球

日めくりプロ野球  中川充四郎コラム
「パ・リーグびいきデス」  早大・斎藤佑
樹  ナックル姫 吉田えり  ドラフトデータ
集 甲子園白星ランキング夏 春  埼玉西武
ライオンズ特集

プロ野球  高校生  大学生  社会人

プロ野球各球団情報  ＭＬＢ日本人選手名
鑑
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プロ野球・クライマックスシリーズ、日本シリーズの試合展望、試合レ
ポートを掲載しています。

トップ 野球 サッカー 競馬 格闘技 ゴルフ テニス その他 芸能 Do!スポーツ

2010年10月17日 (日)

踏ん張るロッテ！俊介をリズムに乗せた本多の牽制アウト

もうあとがないマリーンズを救ったのは、先発の渡辺俊介。今季、2軍落ちを経験するなど、シーズン中盤か

ら不調にあえいだ渡辺だったが、この大一番の試合では本来のピッチングを取り戻し8回まで無失点の好投

をみせる。対するホークスは、“あと1勝”に焦りをみせた。

ファイナルシリーズ第4戦。追い込まれたマリーンズの先発を任された渡辺の今季のシーズン成績は8勝9

敗。防御率4.49と、決して良い数字とは言えない。シーズン序盤は勝ち星を積み重ねたものの、中盤から不調

にあえぎ、終盤は2軍落ちを経験。ホークス戦では2試合に登板し、防御率4.91。しかし、そこは数々の修羅場

をくぐってきたベテラン投手。この日の試合は、この渡辺が魅せた。

試合前に、「力まないように注意しながら投げたい」と語っていた渡辺。それでも、初回はやや緊張の色をみ

せた。

先頭の川崎には計9球を投げさせられながらも、ショートゴロに打ち取る。続いて本多の打席。この本多に、

渡辺は苦手意識を感じていたのか簡単に四球を許してしまう。今シーズン、本多は渡辺を6打数5安打と完全

に得意にしていたのだった。また、本多は今季のパ・リーグ盗塁王で、このファイナルステージでもすでに3盗

塁を決めている。マリーンズ側としては、一番塁に出したくない選手でもあった。

一死一塁の場面で迎えたのは、3番・松中。ファイナルステージでは3試合で、いまだノーヒットの眠れる主

砲。だが、当たっていないとはいえ怖い存在だ。 グラウンドには昨日までのホークスへと傾く嫌な流れがあっ

た。

ところが、その松中の打席で、本多がまさかの牽制死。

渡辺の牽制球に逆をつかれた本多は帰塁できずに、一、二塁間に挟まれ憤死してしまう。渡辺の冷静なプ

レーが優った。この1プレーで、渡辺は自分のペースに戻ることができ、松中との対戦ではシンカーでつまら

せフライに打ち取る。2回以降も、ホークス打線は、渡辺のアンダーハンドから繰り出されるカーブ、シンカー

と変化球に翻弄され、チャンスらしいチャンスを作れない。

一方、その渡辺を援護したいマリーンズ打線は、2回に今岡の移籍後初の本塁打が出て先制すると、4回に

は大松のタイムリーで2点目を挙げ、ホークス先発の陽を引きずり下ろす。

さらに6回には、金のショートゴロの間に1点を追加し、徐々にホークスとの点差を広げていく。

8回まで無失点と好投をみせていた渡辺だったが、4対0で迎えた最終回。本多に二塁打を打たれ1点を失っ

て、ここでお役御免。守護神、小林宏之と交代する。マリーンズは、2点差までつめられ二死満塁と一打逆転

のピンチを招いたが、最後は9番・山崎がキャッチャーフライに倒れ、4対2で逃げ勝った。

なんとか首の皮一枚残ったマリーンズ。渡辺の快投が今日の勝利を導いたが、本来のピッチングを取り戻す

ことができたのは、本多の牽制死からだったことを考えると、これはホークスにとって痛すぎるミスだったとも

いえる。

渡辺俊介は、自分の身体をコントロールすることに意識を高くおく投手だ。自分の身体がどう動いているの

か、客観視できる。しかも今日は『いけるところまでいき、いつ潰れてもいい。その後は中継ぎにまかせよう』

と、欲が無かっただけに力まずに自分の身体をコントロールすることに集中できた。 

点差を広がり、イニングを重ねるごとに焦りを増したホークス打線。一方、イニングを重ねるほどに自分の投

球に専念できた渡辺。そこに、今日の結果は見えていたのだ。

さあ、これで2勝3敗（ホークスのアドバンテージ１勝を含む）とした千葉ロッテマリーンズ。もう一敗も許されな

い状況下で、あと白星2つ積むことができるか。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ

トップ > 野球 > クライマックスシリーズ＆日本シリーズ特集  > 踏ん張るロッテ！俊介をリズムに乗せた本多の牽制アウト
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ホーム > 野球 > NPB > 2010 > 日程＆結果

契約更改 ドラフト 試合速報 日程 順位表・成績 名鑑 公示 球宴 球団データ キャンプ
２００９年

試合結果

２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  
11月

2010年10月18日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
投 手
ロッテ 大嶺 ―小野 ―内 ―伊藤 ―小林宏
ソフトバンク 大隣 ―ファルケンボーグ ―摂津 ―森福 ―金沢
【勝】 内 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 ファルケンボーグ 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 小林宏 0勝 0敗 2Ｓ
本塁打
ロッテ 清田2号
ソフトバンク

教えて！スポニチ

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

▼最新のＱ＆Ａ
メジャーリーグがポストシーズンの出場

チーム数を増やす案が出てますけど仮
中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
以前のプロ野球では、３連投や４連投が当

たり前のようにありましたが、今の

» 教えて！スポニチ（野球）トップページ

プロ野球  米大リーグ  高校  社会人  日本代表  大学  学童  日めくりプロ野球

プロ野球

日めくりプロ野球  中川充四郎コラム
「パ・リーグびいきデス」  早大・斎藤佑
樹  ナックル姫 吉田えり  ドラフトデータ
集 甲子園白星ランキング夏 春  埼玉西武
ライオンズ特集

プロ野球  高校生  大学生  社会人

プロ野球各球団情報  ＭＬＢ日本人選手名
鑑
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勝敗を分けた悩める4番・サブローの第三打席

マリーンズがまたも終盤からの逆転劇をみせた。パ・リーグ ファイナルステージ第5戦は、マリーンズが土俵

際から連勝し3勝3敗。ついに最終戦まで持ち込んだ。

またも自滅だった。

このファイナルシリーズは両軍の投手陣が良い。だからこそミスにより試合が決まるケースが多くなる。第4戦

の本多の走塁死に続き、この日もホークスは1つのミスで流れが変わり、試合を落とした。

試合を決めた場面は、6回からリリーフ登板したファルケンボーグが2イニング目に入った7回表。

この回先頭の3番井口がツーベースで出塁すると、打席には4番サブロー。ここまでのファイナルステージの

打撃成績は14打数1安打9三振。そのサブローへのベンチからのサインは送りバント。しかし、2球バントを失

敗して追い込まれる。今シリーズのサブローを占うような嫌な展開に。

だが、ここでホークスバッテリーが痛恨のワイルドピッチ。

労せずセカンドランナー井口が進塁する。これで、サブローは気持ちが楽になった。

「詰まってもいいから、振り遅れないようにだけ意識した」という打球はセンターへ。

それがタイムリーツーベースとなり、サブローの快心の一振りでマリーンズが同点に追いついく。不調の4番

が仕事を果たしたことでマリーンズ打線は勢いに乗った。この回打者9人の猛攻で、ファルケンボーグ・摂津

から3点を奪い試合をひっくり返した。

実は、この逆転劇には伏線があった。

ここまで再三ランナーを得点圏に進めるものの、中々ものにできなかったホークス打線。しかも6回には、こ

の試合2本のヒットを放った松中に代走を起用するなど、勝負に出たが得点ならず。

さらにこのシリーズでのホークス打線を象徴するように、1対3と逆転されたあとの8回裏の攻撃ではノーアウ

トから本多、オーディスの連打で1点を返して1点差まで迫るも、中軸の小久保、多村が進塁打すら打てず、最

後は代打ペタジー二がセカンドゴロ。あと1本が出なかった。6回にこの試合2安打の松中に代走を出し、勝負

をかけた明暗がここにも影響した。流れが悪い方、悪い方へと向かっていったのだった。

こうなると、マリーンズが9回に清田がダメ押しのツーランを放っても、もうホークスに追い上げる力は残って

いなかった。結果、5対2でマリーンズの逆転勝利。

これでマリーンズが土壇場から2連勝。3勝3敗で最終戦に今シーズンのすべてを懸けることとなった。

今日の負けはホークスにとっては痛かった。なぜならば、この試合でホークスは勝ちパターンに持ち込んで

からの敗戦だったからだ。

「ホークスの必勝パターンを崩したのが大きい」西村監督もこの勝利は単なるシリーズ逆大手をかけた3勝目

以上の価値があることを示唆した。

総力戦になるだろうファイナルシリーズ最終決戦。ホークスが誇るリリーフ陣が打たれたことで自慢の継投に

も影響が出てくる。また、マリーンズにとってはあまりにも痛すぎた不調のサブローがここにきて生き返ったこ

とは大きい。

日本シリーズの切符を掴むのは、はたしてどちらのチームか。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

2010年11月 8日 (月)

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ
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契約更改 ドラフト 試合速報 日程 順位表・成績 名鑑 公示 球宴 球団データ キャンプ
２００９年

試合結果

２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  
11月

2010年10月19日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ ヤフーＤ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
ロッテ 0 0 0 0 4 0 0 3 0 7
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投 手
ロッテ 成瀬
ソフトバンク 杉内 ―森福 ―和田 ―ファルケンボーグ ―摂津
【勝】 成瀬 2勝 0敗 0Ｓ
【負】 杉内 0勝 2敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ 大松2号
ソフトバンク
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選手名鑑

オススメ

▼最新のＱ＆Ａ
メジャーリーグがポストシーズンの出場

チーム数を増やす案が出てますけど仮
中日がナゴヤドームで圧倒的に強いのは、

スパイ行為をしてるからですよね？
以前のプロ野球では、３連投や４連投が当

たり前のようにありましたが、今の
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2010年10月20日 (水)

ロッテ史上初の3位から突破！シーズン終了後17日間の差

パ・リーグCSファイナルステージ最終戦を制したのは、シーズン3位で乗り込んできたマリーンズだった。あと

1勝までにこぎ着けながら最後は3連敗に終わったホークス。一体、何が勝敗を分けたポイントだったのか。

その答えは、シリーズ決戦の前に隠されていたようだった。

打てなかった。

ファイナルステージ第6戦。ここまでの5戦と同様、最後まで打線が爆発しなかった。

「打線の力で勝つ」

キャプテン・小久保の言葉も今や虚しい。

試合は5回表、この回マリーンズ先頭の金を三振。大松をレフトフライに抑え、ツーアウトまでこぎつけた杉内

が突如崩れた。

9番里崎、1番西岡に連続ヒットを打たれ、二死一、ニ塁のピンチを作ると、続く清田が四球を選び満塁に。

ここで杉内は井口に痛恨の死球を与え、先制点を許すと、サブローにも押し出しの四球で2点を失う。

さらに5番今江が2点タイムリーを放ち、この回4点。

これは、今のホークスにとっては非常に重たい4点だった。

6回からホークスは和田を投入。2回を無得点に抑え、反撃の機会を待つも、8回に第5戦に続いて登板した

ファルケンボーグが金のタイムリー、大松のツーランホームランで3失点。

これで勝負あり。大量点に守られながらマリーンズのエース成瀬はスコアボードにゼロを並べ、最後は小久

保の打球を西岡が掴んで、7対0でゲームセット。

千葉ロッテマリーンズが両リーグを通じても史上初のシーズン3位からの日本シリーズ出場権を獲得した。

大手をかけながらまさかの3連敗で敗れたホークスの秋山監督は、「調整ができなかったところが一番」とシ

リーズの敗因を分析するが、まさに本音だろう。

今シーズンのホークス打線はマリーンズ投手陣に対して、24試合で打率.288、得点128。 1試合平均で5.33点

を叩きだした。

しかしファイナルステージでは打線は沈黙。6試合で打率.169、 得点9に終わった。1試合だとわずかに1.5点

である。

まさに別人。マリーンズの投手陣も良かったが。それ以上に打てなかったとみるのが妥当だろう。ファイナル

シリーズのホークス打線は、「はがゆい」という言葉がぴったりだった。

9月26日にシーズンを終了させてから実に17日間。試合勘を維持する為にフェニックスリーグに参加したとは

いえ、緊張感のある試合は経験できない。

毎年のことながらシーズン優勝チームが味わうジレンマに今年はホークスがどっぷりとはまり、最後まで抜け

出せなかった。

一方の千葉ロッテマリーンズ。

こちらはホークスが難しい調整を強いられていた17日間で、緊張感のある試合をこなしながらここまでたどり

着いた。

シーズン終盤の3連戦では1敗もできない戦いを経験し、シーズン3位を確定させると、埼玉西武ライオンズと

のクライマックスシリーズファーストステージは共に延長までもつれ込む接戦を制し2連勝。負けられない戦

いを5度も制して、クライマックスシリーズ ファイナルステージへの切符を手にした。

・10月9日（土）～11日（祝・月）
パ・リーグ ファーストステージ
西武vsロッテ

・10月14日（木）～19日（火）
パ・リーグ ファイナルステージ
ソフトバンクvsロッテ

・10月16日（土）～18日（月）
セ・リーグ ファーストステージ
阪神vs巨人

・10月20日（水）～25日（月）
セ・リーグ ファイナルステージ
中日vs巨人

・10月30日（土）～11月7日（日）
中日vsロッテ
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ホークスに2戦3戦と敗れ、後がなくなった時でも井口は「僕らはシーズ終盤から毎回が崖っぷち。慣れていま

すから」と前を向いていた。

この17日間の経験の差。

一旦チームの歩みを止めざるを得なかったホークスと、進化し続けたマリーンズ。

この差は大きかった。

[ 前のページ ] [ 次のページ ]

2010年11月 8日 (月)

ロッテ3位から史上初日本一に！

2010年11月 7日 (日)

延長15回引き分け！両指揮官「負けなくてよかった」

2010年11月 5日 (金)

先発全員安打のロッテが日本一に王手！

2010年11月 4日 (木)

リリーフ浅尾の踏ん張りで中日が激闘制す！

2010年11月 3日 (水)

渡辺俊介の好投が光った第3戦はロッテが勝ち越し！

2010年11月 1日 (月)

中日が14安打12得点と爆発！ルーキー大島も2打点！

2010年10月31日 (日)

投打噛み合い敵地でロッテが先勝！

2010年10月29日 (金)

日本シリーズ展望◆キーワードは“中日投手陣v.sロッテ強打線”

2010年10月24日 (日)

中田亮二への四球が勝敗の分かれ目に！中日3年ぶり日本シリーズへ！

2010年10月23日 (土)

攻守で活躍！阿部の勝ち越し弾で巨人初勝利！

2010年10月22日 (金)

吉見－谷繁バッテリーに軍配！中日連勝で日本シリーズへ早くも王手！

2010年10月21日 (木)

荒木3安打の猛打賞！中日まず2勝で一歩リード

2010年10月20日 (水)

ロッテ史上初の3位から突破！シーズン終了後17日間の差

2010年10月19日 (火)

セ・リーグCSファイナルステージ展望

2010年10月19日 (火)

勝敗を分けた悩める4番・サブローの第三打席

2010年10月17日 (日)

流れ変えた高橋由伸の2ランで、巨人またも逆転勝利！

2010年10月17日 (日)

踏ん張るロッテ！俊介をリズムに乗せた本多の牽制アウト

2010年10月16日 (土)

坂本の復活で巨人加速！ファイナル進出に王手！

2010年10月16日 (土)

ホークス王手！シーズン防御率5.69のホールトンが快投！

2010年10月15日 (金)

和田、13奪三振好投で白星！この敗戦がロッテに与える影響とは…

2010年10月15日 (金)

セ・リーグCSファーストステージ展望

2010年10月14日 (木)
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