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ホーム 野球 　 紙面記事

■ダイエー　難産の末に

３年ぶりの優勝

■松中　「選手会長＋四

番」の任を果たす

■城島　“鉄人”捕手に

成長

■柴原　プレッシャー無

縁の一番打者

■斉藤　大輪の花が咲い

た

■あっという間にビー

ル5000本が空

■カブレラ　史上２人目

の２年連続50本

■近鉄　本拠地最終戦を

飾る

■星野監督　「挑戦する

しかない」

■立浪　ダブルの“メモ

リアル150”

■堀内氏　原監督“助け

て！”
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ダイエー　難産の末に３年ぶりの優勝 

　

３年ぶりの優勝を決め、胴あげされる王監督

　【ダ13―10ロ】激動の

一年に勝利の果実を手に

入れた。ダイエーが難産

の末に３年ぶりのパ・

リーグ優勝。千葉マリン

の強風の中、王監督が宙

を舞った。本体の経営不

振による球団身売り騒動

にほんろうされ続けた

シーズン。「福岡ダイ

エーホークス」として最

後の優勝となる可能性さ

えある中で勝ち取った栄

冠だった。日本シリーズ

で激突するのは星野監督率いる阪神。福岡ドーム、そして甲子園。熱狂の舞台

が両雄の激突を待つ。

　天まで届け。もっと高く。もっと強く。少しだけ潮風のにおいがした。苦難

を乗り越えた。逆風に負けなかった。王監督は両手を広げていた。力強く美し

い、笑顔の舞いだった。

　「きょうを迎えるまでがかなり苦しかったから、３回の優勝の中できょうが

一番うれしかったですね。きょうは絶対に勝ちたいという気持ちが逆転につな

がった。今年１年を象徴するような試合でした」

　お立ち台で出口から白球を渡されると「今ウイニングボールをもらいまし

た」とファンに報告した。開幕から137試合目。最後の一歩が遠かった。地元

胴上げも逃した。四回に杉内が６点を失う苦しい展開。それでも六回に一気に

７点を奪い大逆転。七回途中、西武敗戦の一報が伝わった。「ロッカーから出

てきてきたら優勝が決まったんだよ」。18安打13点。今年の戦いを最後まで貫

いてゴールに飛び込んだ。

　全員でつかんだ栄冠だ。先発陣は斉藤、和田、新垣、杉内、寺原と若手に一

新。未知の力に懸けた。開幕前には小久保が離脱。四番不在の穴を城島、松

中、井口、バルデス、史上初の100打点カルテットが埋めた。「夢のような打

線ができた」。５年間で３度目の制覇。22年ぶりに西武にも勝ち越しての完全

Ｖだ。

　「今回が一番しんどかったね。戦力的には前回よりも上だったけど」。逆風

と戦った。ダイエー本社が抱える約１兆2000億円の有利子負債の削減へ向け球
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■オープン戦

■キャンプ情報 

■高校野球

■社会人野球

■大学野球 

■全日本 

団売却の動きが５月に再燃。身売り騒動に揺れた。「雑音に惑わされるな。わ

れわれは野球に集中しよう」。こんなに神経をすり減らした年はなかった。不

安。焦り。再来年には球団名が変わる。それでも泰然自若を貫いた。選手の喜

ぶ顔が見たい。かつてのギラギラとした眼光は優しくなった。「もう選手も慣

れちゃったな。気にはしていないよ」。そう笑い飛ばして逆風を受け止めた。

選手を守った。球団を守った。王貞治だから、それができた。

　95年に福岡に赴いてから８年が過ぎた。63歳になった。選手と球団。大きな

家族ができた。だが、01年12月11日には最愛の恭子夫人が他界。昨年12月には

遺骨が盗まれた。開幕前。東京・円融寺の墓前で手を合わせた。「優勝するか

ら見ていてくれよ」。東京遠征のたびに花を供えた。「形あるものはなくなっ

てしまったが、魂はここにあるからね」。９月29日には一人で墓参りして千葉

に入った。

　「父は何も言わない人なんです」。深い悲しみは二女の理恵さんにも隠し

た。寂しさから犬を飼おうとした。遠征で世話ができないために断念したが、

その代わりに今年は５匹の金魚を飼った。水槽の中を泳ぐ金魚を眺めるときが

唯一、素顔に戻れる時間だった。

　さあ、阪神との日本シリーズ。現役時代、宿敵だった星野監督とは99年以来

の対決だ。「勝つか負けるか二つに一つ。選手権は苦しんだことを生かしてダ

イエーらしい戦いで絶対に日本一になります」。守るべき者たちのために。野

球を心から愛する男は戦い続ける。

ロッテ　来季につながる執念

　九回の猛攻も及ばず、意地を見せられなかった。福浦のロッテ球団新記録と

なるシーズン49本目の二塁打を皮切りに３点差まで迫ったが、最後の打者・佐

藤が中飛。試合中にダイエーの優勝が決まってしまう中での追い上げに、山本

監督は「１シーズンの結果が出ていた。しっかり（胴上げを）焼き付けておけ

ばいいんだ」。すでに退団が決まっている指揮官だが、四回に一度は３点差を

逆転するなど来季につながる執念を見せたナインを称えていた。

　 　

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。

また24時間フリーダイヤル０１２０－４６１２－１０（読む人に一礼）でも受け付けています。

■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局 

Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。
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■若大将　甲子園で誓っ

た「夢の続き」

■上原 来季「メジャー

はありません」

■星野監督　自ら申し出

て花束贈呈

■斉藤雄叫び！投手３冠

達成

■落合氏正式受諾　日本

人四番つくる

■谷繁完ぺき２発

■高津４度目の最優秀救

援投手確定

■谷最多安打手中

■伊東新監督 初仕事は

松井引き留め
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斉藤雄叫び！投手３冠達成 

　

ダイエー斉藤は９回１失点完投。防御率2.83と
し、パ投手部門の３冠を手中にした

　【ダ４―１ロ】拳を突き上

げ、雄叫びを上げた。ダイエー

・斉藤は最後の打者を三邪飛に

打ちとった瞬間、一年分の喜び

を爆発させた。「ここまで来た

ら狙っていかないと。周りの人

からも声を掛けてもらったし、

期待に応えたかった」。９回１

失点、毎回の11奪三振での20勝

目。防御率のタイトルも手中に

した。

　開幕投手として３月28日の

ロッテ戦で投じた１球から始まった。この日まで3111球を投げ白星を積み上げ

た。パ・リーグでは85年の佐藤義則（阪急）以来となる20勝到達。粘りに粘っ

て防御率のタイトル、最高勝率を挙げた投手に与えられる最優秀投手の「３

冠」に輝いた。それでも「20勝が一番うれしい」と笑顔を浮かべた。

　苦難のマウンドだった。防御率の１位にいる西武・松坂を上回るには６回零

封、１点を失えば９回完投が必要だった。五回、味方打線が２点を先行。六回

を抑えきれば…。ところが１死から原井の二塁打をきっかけに１死一、三塁の

ピンチを招いた。堀を二塁寄りの遊ゴロに打ちとったものの、二塁上で遊撃・

川崎と一塁走者・福浦が接触。併殺崩れの間に痛恨の１点を失った。それでも

自らを奮い立たせて九回まで投げきった。

　登板前日の練習後は、普段、念入りに受けるはずの専属トレーナーからの

マッサージをキャンセル。少しでも早く帰宅して由美夫人（32）、長女・百南

ちゃん（１）との時間を大切にしたかった。家族と過ごす時間の中で、肉体よ

り心を癒やして最終戦に臨んだ。

　90年野茂以来の３冠でペナントレースを終えた。だが斉藤は「これで終わり

ではない」と言い切った。「ここまで来たら一番上に立たないと意味がない。

日本シリーズで負けるとリーグ優勝が薄れてしまう」。気持ちはすでに切り替

えている。10・18日本シリーズ開幕戦。星野阪神を迎え撃つのはこの男しかい

ない。

　≪王さん歓喜１周≫今季最終戦後、王監督にはリーグ優勝のペナントが授与

された。あいさつに立った指揮官は本拠地のファンに優勝を報告。「今年１

年、熱い熱いご声援本当にありがとうございました。５年間で３度目の優勝で

すが、今年の優勝が一番うれしいです」と笑顔で話しグラウンドを１周。「18
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スポニチアネックス　野球　記事

日からより大きな戦いがあります。きょうの感激をより大きな感激として味わ

うために頑張ります」と日本シリーズでの必勝を誓った。

　≪30号２ラン松中打点王≫松中が八回無死一塁からバックスクリーンへ30号

２ランを叩き込み、打点王争いに決着をつけた。この試合まで僚友の城島に２

差、近鉄・ローズに５差だったが今季最後の打席で突き放した。松中は打撃３

部門のタイトルはプロ７年目にして初めて。「最高の最高でした。チャンスは

あると思っていたけど」。30本の大台到達にも「途中であきらめかけた。最後

に打ててよかった」と喜びを爆発させていた。

斉藤に今季５敗

　ダイエー・斉藤の20勝達成に“貢献”した形となったロッテ・山本監督は

「ヒットを打たれても要所を抑えている。さすが20勝を達成するだけのことは

ある」と今季５勝目を献上し、脱帽するしかなかった。一方、松中に中越え

の30号２ランを喫した渡辺俊は「３ボールにしたのがいけなかった。直球の方

がいいと思って投げたが…」と悔やんでも悔やみ切れないといった様子だっ

た。

　 　

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。

また24時間フリーダイヤル０１２０－４６１２－１０（読む人に一礼）でも受け付けています。

■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局 

Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。
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Hawks finally secure PL flag
Seibu's loss to Orix hands Daiei trip to Japan Series

The Associated Press
Like their famous manager, the Fukuoka Daiei Hawks let their bats do the talking.

Daiei's Hiroshi Shibahara singles home the 
leadoff run in the top of the second inning at 
Chiba Marine Stadium. 

The Hawks won their first Pacific League 
pennant since 2000 on Tuesday when the Orix 
BlueWave defeated second-place Seibu 6-3 in 
Kobe to eliminate the Lions from the pennant 
race.

When news of the Orix victory arrived in the 
seventh inning, Daiei players exchanged high-
fives in their dugout but had to wait until 
finishing off the Lotte Marines 13-10 to start 
the real celebrations.

At Chiba Marine Stadium, Lotte took a 6-3 
lead after four innings, but Hiroshi Shibahara 
drove in a pair of runs with a single as the Hawks scored seven runs in the top of the 
sixth inning on their way to victory.

"Of all three championships this is the best," said manager Sadaharu Oh. "Our 
players showed a lot of character today when they fought back from being down 6-3 
and I'm happy for them and our fans."

The Hawks' win sent Oh's team to the Oct. 18-26 Japan Series, where it will face the 
Central League champion Hanshin Tigers.

The Hawks had to be patient for their title. With a chance to clinch the pennant, the 
team lost twice to the last place Orix BlueWave before a 10-4 loss to the Kintetsu 
Buffaloes on Sunday at Fukuoka Dome.

Central League

 Won Lost Tied Pct. GB

Tigers 84 50 2 .627
clinched 
pennant

Dragons 69 63 1 .523 14.0

Swallows 66 62 3 .516 15.0

Giants 69 65 3 .515 15.0

Carp 62 65 2 .488 18.5

BayStars 44 89 1 .331 39.5

Pacific League

 Won Lost Tied Pct. GB

Hawks 80 54 3 .597
clinched 
pennant

Lions 76 59 2 .563 4.5

Buffaloes 74 62 2 .544 7.0

Marines 61 67 3 .477 16.0

"We wanted to do it at home but had to 
wait," added Oh. "This is a strong team. 
When we beat Seibu three in a row just 
before the break and then went into the All-
Star game in first place I had a feeling this 
team could win it all."

Throughout the regular season, the Hawks 
relied on the booming bats of catcher Kenji 
Jojima and infielders Tadahito Iguchi and 
Nobuhiko Matsunaka.

The Hawks shrugged off the loss of team 
leader Hiroki Kokubo, who had 32 homers 
and 89 RBIs last season but sat out this 
season recovering from injuries.

Heading into Tuesday's game, the Hawks 
led the league in team batting average 
(.297), runs scored (794), RBIs (768) and 
stolen bases (138).
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Fighters 61 72 4 .459 18.5

BlueWave 46 84 4 .354 32.0
Jojima, playing in his ninth season, took 
over in the absence of Kokubo and put up 
some monster numbers that will have major 
league scouts raving.

The 27-year-old backstop currently leads the league in hits (179) and RBIs (117) 
while posting a .335 batting average. His 32 homers are the most on the team.

For pitching, the Hawks got a career season out of 26-year-old right-hander Kazumi 
Saito, who leads the Pacific League with a 19-3 record and has an impressive 2.92 
ERA.

After Saito, Oh got major contributions from a pair of rookies who came through 
like seasoned veterans.

Left-hander Tsuyoshi Wada, 22, is 13-5 with a 3.51 ERA, Nagisa Arakaki is 8-7 
with a 3.34 ERA. Toshiya Sugiuchi, in only his second season, entered Tuesday's 
game with a 10-8 record and a 3.11 ERA.

After losing closer Rodney Pedraza and his 21 saves to the Yomiuri Giants, the 
Hawks got solid performances from former Pittsburgh Pirates pitcher Matt 
Skrmetta, who notched 11 saves, and veteran Takayuki Shinohara, who has 10.

For Oh, who became manager in 1995, it will be another shot at a Japan Series title.

Oh led the team to the championship in 1999 when it defeated the Chunichi 
Dragons in five games. The team returned to postseason the next year but lost in six 
games to the Yomiuri Giants.

The 63-year-old Oh holds the career record for the most home runs with 868, 113 
more than Hank Aaron, who has the most career home runs in major league history 
at 755.

BlueWave 6, Lions 3

At Kobe, Alex Cabrera hit his 50th homer of the season, a solo shot in the seventh 
inning, but it wasn't enough for the Lions.

Yoshitomo Tani hit a two-run homer in the fifth inning off rookie Kenichi Toriyabe 
to give the BlueWave a win at Yahoo BB Stadium.

Orix starter Mac Suzuki picked up the win after holding the Lions to two runs on 
eight hits over 6 2/3 innings.

Buffaloes 6, Fighters 2

At Osaka, Hisashi Iwakuma gave up one run on six hits over eight innings as 
Kintetsu defeated Nippon Ham.

CENTRAL LEAGUE

Dragons 9, Carp 0

At Hiroshima, veteran Masafumi Hirai tossed a two-hitter as Chunichi blanked the 
Carp.

Tigers 4, Swallows 3

At Tokyo's Jingu Stadium, left-hander Kei Igawa gave up three runs on six hits over 
six innings as the CL champion Hanshin edged Yakult.
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Horiuchi gets 3 years

Tsuneo Horiuchi, who will replace Tatsunori Hara as the new manager of the 
Yomiuri Giants next season, agreed to a three-year contract with the Tokyo club on 
Tuesday, officials of the Central League club said.

The 55-year-old Horiuchi is scheduled to sign official papers after the season ends. 
The Giants, who have a day off Tuesday, have three games remaining in the 2003 
season under Hara's guidance.

Last week, Hara announced his resignation in his second year of a three-year deal 
citing the team's dismal performance this season.
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