
スポニチアネックス　野球

　2003年９月15日（月） 

歓喜の胴上げをされる阪神・星野監督

　阪神が1985年以来18年ぶり４度目のリーグ優勝

を決め、就任２年目の星野監督が地元甲子園の

ファンの前で６度、宙に舞った。優勝へのマジッ

クナンバー「２」の阪神はマジック対象の広島に

３―２でサヨナラ勝ちし、ヤクルトも横浜に敗れ

たためリーグ制覇が決まった。１分けを挟み５連

敗と足踏みを続けていた阪神は２点を先行される

苦しい展開。１点差の八回に片岡が同点本塁打

し、九回一死満塁で赤星が右越え安打した。【詳

細記事】 

＜阪神優勝写真特集＞ 

■阪神今季の成績 ■年度別阪神の成績

■年度別セ・リーグ優勝チーム

■日本シリーズ日程 

　

プロ野球

■チーム

■陣容 

■日程

■結果

■順位表・成績 

■公示

■ファーム

■日本シリーズ 

■オールスター 

■オープン戦

■キャンプ情報 

■バッテリー賞

■阪神優勝特集

■過去のシーズン 

アマチュア野球

■高校野球

■社会人 

■大学野球 

■学童軟式野球

■日本代表 

アーク杯軟式野球
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コラム

■熱中せんせい

■日米球界余話 
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今季の阪神の足どり 

３月

28日 ●２－４横　浜 井川が３失点で開幕戦は黒星スタート

29日 ○７－３横　浜 技の伊良部だ　日本2361日ぶり白星 

４月

18日 ○３－２横　浜 桧山がサヨナラアーチ。伊良部が初完投勝利 

22日 ○11－５中　日 猛虎５連勝！浜中満塁弾 

26日 ○10－13広　島 八回に６点差を逆転、首位に立つ

５月

１日 ○３－１巨　人 巨人戦５連勝

９日 ○11－２横　浜 
浜中、片岡、アリアスで１９８５年以来の３者連続

アーチ

17日 ○１－０巨　人 ムーアが自ら決勝打を放って７勝目

22日 ○５－４広　島
金本が逆転アーチ。５連勝で両リーグ通じて30勝１番

乗り

31日 ○13－５巨　人 九回に11得点と爆発、巨人に逆転勝ち

６月

13日 ●２－６巨　人 強行出場の浜中が右肩脱臼で離脱
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15日 ○１－０巨　人 片岡が延長十回にサヨナラ打

17日 ○５－４横　浜 矢野が九回にサヨナラ３点三塁打

19日 ○８－２横　浜 横浜戦の連勝が球団新の13に伸びる

25日 ○７－０広　島 井川９勝目が今季初完封

29日 ○６－２横　浜 プロ野球史上初の６月で50勝到達

７月

２日 ○14－３中　日 桧山がサイクル安打達成。貯金は30

８日 ○８－４広　島
井川の力投で７連勝。リーグ史上最速となる優勝Ｍ49

が点灯

９日 ●２－３広　島 久保田が押し出し死球でサヨナラ負け

12日 ○14－３巨　人 巨人相手に連夜の14得点の圧勝劇

21日 ○５－３ヤクルト リーグ一番乗りで60勝到達。Ｍは41

25日 ○７－１中　日 56年ぶりの貯金40に膨らむ。Ｍは36

27日 ○８－１中　日 星野監督が体調不良を訴える

29日 ●３－６横　浜 横浜戦の連勝が16でストップ

８月

２日 ○５－０中　日 井川が完封で村山を超える12連勝

12日 ○３－２横　浜 星野監督が監督通算９００勝。Ｍ25

16日 ○５－１巨　人
70勝目。18年ぶりの巨人戦、11年ぶりのシーズン勝ち

越しを決める。Ｍ22

22日 ●４－10横　浜
井川が２回７失点でＫＯ。今季ワーストの５連敗を喫

する

24日 ●２－５横　浜
「死のロード」を９季連続負け越しの４勝11敗で終

了。Ｍ17

27日 ○６－４巨　人 金本の逆転３ランで息を吹き返す

30日 ○９－３ヤクルト 甲子園で今季40勝目。Ｍ12

31日 ○４－０ヤクルト 右肩手術から復帰の福原が白星。Ｍ11

９月

２日 ○７－４広　島 アリアスが２打席連続アーチ。Ｍ９

３日 ○５－４広　島 片岡が逆転タイムリー。７連勝でＭ７

５日 ○４－３横　浜 矢野が逆転サヨナラ本塁打。Ｍ６

７日 ○８－３横　浜 球団記録に並ぶ80勝到達。Ｍ５

14日 ●０－５中　日 ロードで１分けを挟む５連敗と足踏み。Ｍ２

15日 ○３－２広　島 球団新記録の81勝で優勝！

　

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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速報記事一覧｜紙面記事一覧｜プロ野球速報｜ＭＬＢ速報｜スポニチNEW９月｜16日は特報版

ホーム 野球 　 紙面記事

■母死す　星野監督悲喜

こもごもの胴上げ

■星野監督　「ああ、し

んどかった」

■赤星が決めた！　右越

えサヨナラ打

■片岡　12年目の初体験

に目が真っ赤

■阪神　18年ぶりの美酒

に酔う

■御堂筋パレード　19年

越しに実現

■球団史上初めて300万

人の大台を突破

■山本監督　悔しさいっ

ぱい

■横浜　最後まで阪神ア

シスト

■巨人　前年度覇者の面

影なし

■ダイエー　杉内打たれ

Ｍ９で停滞

■カブレラ　パ・タイの

６試合連発

■小笠原　４年連続３

割30本塁打当確

記事検索

 

 

 

 

 

野球MENU

【プロ野球】

■チーム

■陣容 

■日程

　

　

母死す　星野監督悲喜こもごもの胴上げ 

　

18年ぶりの優勝を決め、胴上げされる星野監督

　【神３―２広】悲しみ

を胸にしまい込んで闘将

が夜空に舞う。ファンは

絶叫し、六甲おろしが響

く。ついに甲子園にこの

瞬間がやってきた。あ

の85年以来、実に18年ぶ

りとなる優勝だ。待たさ

れた分だけファンは歓喜

し、星野監督の胸の中に

は悲しみと喜びが複雑に

交差した。

　実は２日前の13日、母・敏子さんが息子の雄姿を見ることなく他界（享

年91）。前日の中日戦後、亡き母のもとへ遠征先の名古屋から駆け付けた指揮

官は、この日午前11時からの葬儀に参列せず、悲しみを乗り越えて采配を振っ

たのだ。

　マジック２のまま３日間も足踏みした阪神。“わが家”甲子園に帰ってきて

目が覚めた。１点を追う八回、片岡が右中間へ同点11号ソロ。そして九回１死

満塁から赤星が右越えに殊勲のサヨナラ打を放つ。劇的な今季38度目の逆転勝

ちでマジック１。スタンドの５万3000人と横浜―ヤクルト戦の結果を待った。

それから２時間８分後、スコアボードのオーロラビジョンが“その時”を告げ

る。

　午後７時33分、星野監督と選手たちがファンの待つグラウンドへ。宴（うた

げ）はクライマックスを迎えた。歓喜の胴上げ。２リーグ制後は４度目のＶ、

オフの大型補強からゼネラルマネジャー（ＧＭ）的な手腕を振るい、就任わず

か２年でダメ虎を猛虎へ変えた闘将の目から熱いものがこぼれ落ちた。喜びと

悲しみの入り交じった“闘将の涙”だ。

　ひたすら選手を信じ、ファンを愛し、そして母への思いを胸に勝った。で

も、星野監督の戦いはまだ終わらない。自身初の日本一をその手につかむまで

は。
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Tigers send fans into frenzy
Fans take to Dotonbori to celebrate CL title

By JIM ARMSTRONG

OSAKA (AP) The Curse of the Colonel is finally over.

The Hanshin Tigers defeated the Hiroshima Carp 3-2 on Monday to clinch their first 
Central League pennant in 18 years.

George Arias (second from left) holds up the Central 
League championship trophy at Koshien Stadium 
after the Hanshin Tigers clinched the pennant. 

The Tigers did it in dramatic style, 
defeating the Carp when outfielder 
Norihiro Akahoshi hit a bases-loaded 
single to right in the bottom of the ninth 
inning to lift Hanshin to the walk-off 
victory at Koshien Stadium.

Hanshin's win, combined with the 
Yokohama BayStars' 12-6 victory over 
the second place Yakult Swallows, 
clinched the pennant for the Tigers.

"Our fans have waited so long for this day to come," said Akahoshi. "I'm glad we 
could do it right here at home. It's a great feeling for everybody on the team."

Hanshin players ran onto the field to mob Akahoshi but had to await the outcome of 
the game between Yakult and Yokohama at Yokohama Stadium.

When news of Yokohama's win over Yakult came in hours later, Osaka erupted 
with boisterous celebrations.

The last time the Tigers won the Japan Series in 1985, overzealous fans threw a 
statue of Colonel Sanders, stolen from a KFC restaurant, into the murky waters of 
the Dotonbori River in downtown Osaka.

Jumping into the river when the team wins is a local ritual and the Colonel was 
tossed in as a substitute for American Randy Bass, who belted 54 homers that 
season for the Tigers. The statue was never found and Hanshin fans have since 
attributed the team's dry spell to the Curse of the Colonel.

Norihiro Akahoshi jumps for joy after hitting a bases-
loaded single in the bottom of the ninth inning to give 
Hanshin a 3-2 "sayonara" victory over the Hiroshima 
Carp. 

The Tigers haven't won the Japan Series 
yet but Monday's win lifted a huge 
weight off the players and their die-hard 
fans.

"It's an amazing experience," said 
Hanshin fan Yukiko Nakamura, who 
joined in the celebrations next to the 
river. "I never thought this day would 
come."

Few gave the Tigers much of a chance in 
spring training. Just about everyone 

called for their demise during the season 
but it never happened.
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After opening up a commanding 14 1/2-game lead at the All-Star break, the Tigers 
widened their lead to as much as 17 games in late July.

They struggled to a 4-11 record during a three-week road trip in August, but any 
fears that this was the much-anticipated summer swoon were quickly put to rest 
when the team returned home in the last week of August and put together an 
extended winning streak.

As a reminder of their troubled past, the Tigers lost five out of six games before 
Monday's win.

What made this pennant-winning season all the more enjoyable to Tiger fans was 
that it was achieved at the expense of the defending Japan Series champion Yomiuri 
Giants, Japan's most popular team and Hanshin's historical rival.

In the absence of Hideki Matsui, who signed with the New York Yankees in the 
offseason, Yomiuri was exposed as an aging, lackluster outfit in need of a major 
overhaul.

Unlike the free-spending Giants, the Tigers patiently built their championship team 
from the ground up.

Of the regular starters this season, only outfielder Tomoaki Kanemoto played for a 
different team last season.

Among their starting nine, Akahoshi best represents Hanshin's scrappy, in-your-face 
style.

The 27-year-old Akahoshi has provided the spark for Hanshin's offense all season. 
His 55 stolen bases are by far the most in the league and along with infielder 
Makoto Imaoka and catcher Akihiro Yano, the three have led the Central League in 
batting for much of the season.

Former San Diego Padres infielder George Arias, meanwhile, has put together his 
best season in Japan and with 34 homers is tied for the league lead with Tyrone 
Woods of the BayStars.

The victory was also sweet revenge for manager Senichi Hoshino, who has made a 
career out of beating the Giants.

Hoshino was on the mound as a pitcher for the Chunichi Dragons in 1974 when his 
team put an end to the Giants' streak of nine straight Japan Series titles.

"It's a thrill to clinch the pennant here before our home fans," said Hoshino. "But I 
want to thank the Hanshin fans in Nagoya, Tokyo and throughout Japan."

The Japan Series, against the Pacific League champion, is scheduled for Oct. 18-26.
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井川　チーム24年ぶりの20勝投手 

　

＜神・広＞最終戦を６回３失点で大台の20勝に到達
した阪神・井川

　【神11―３広】井川、

有終の20勝締めだ!!阪神の

エース井川慶投手（24）

が、今季の最終戦となっ

た広島戦（甲子園）で20

勝目を挙げた。阪神で

は79年に小林繁が22勝を

挙げて以来24年ぶり。井

川は最多勝に加え、防御

率は２・80で最優秀防御

率のタイトルもほぼ確実

にした。18日からはいよ

いよ福岡ドームで日本シ

リーズが開幕。第１戦で

は同じ20勝を挙げたダイ

エーのエース斉藤和巳投

手（25）との投げ合いが予想される。

　腹の底から笑うわけにはいかない。目標としていた20勝に今季最終戦で到達

した。だが、初回に先制点を許し、五回にも栗原の一発などで２点を失う。打

線の援護で勝たせてもらったが、６回６安打３失点。星野監督の言葉も歯切れ

が悪い。

　「どうなんじゃろうなあ、今の野球で…。井川に聞いてくれ」

　絶対のエースだからこそ常に高いレベルを求める。昨年に比べるとチェンジ

アップが抜け切らず高めに浮くシーンが目立った今季の投球。指揮官が再三

「井川？気分が悪いわ」と話していた不満な内容が最終戦でも顔をのぞかせた

のだ。それは井川自身よく分かっている。

　「20勝？それだけ野手が打って守ってくれたおかげです。シーズン通してケ

ガがないのがよかった」

　うつむき加減のフレーズは星野監督が期待した通りだったに違いない。た

だ、悪いなりに最後は球威のある直球で押して大崩れしなかったのはさすが

エース。チーム打率・287を記録した打線とのかみ合わせも信頼される安定感

があったからこそだ。18日の日本シリーズ初戦先発もすでに指揮官が“予告”

している。

　「シーズンが終わったので、あとはシリーズに向けて、ですね」
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スポニチアネックス　野球　記事

■高校野球

■社会人野球

■大学野球 

■全日本 

　前日から始まったシリーズ合宿。ダイエー対策ミーティングも前夜からス

タートした。「ビデオを見ましたけど、これからです。イメージ？それもこれ

からです」。打って響くタイプではないが、自分の使命はしっかり認識してい

る。

　「フル回転してもらわなきゃいかん。エースの宿命だな」と星野監督。「昔

みたいに連投とは言わんけど中３日で、いや２日で」と付け加えた。第１戦の

あとは中４日で第５戦。さらに第７戦までもつれ込めば中２日の先発もありう

る。

　まずは同じく今季最終戦で20勝目を挙げた斉藤とぶつかる第１戦。73年の巨

人・高橋一三、南海・山内新一以来30年ぶりとなる20勝投手同士のシリーズ開

幕戦激突を制して、星野監督にすっきりした言葉をしゃべらせなくてはいけな

い。

広島　２年連続５位

　最後の最後まで盟友・星野監督の引き立て役だった。大敗を見届けた広島・

山本監督は「何もないやろ。見ての通り」と肩を落とした。４試合を残して２

年連続の５位が確定。阪神戦19敗は63年以来の球団ワーストタイ。そのうち井

川には今季８勝を献上。苦手左腕を打ち崩せなかったことが対戦成績に如実に

表れた。山本監督は「今年は（井川に）いっぱいやられたな。よく胸に刻んで

おくよ」と言い残した。

　 　

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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