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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9日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ 西武Ｄ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 6
西武 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
投 手
ロッテ 成瀬 ―内 ―伊藤 ―小林宏
西武 涌井 ―シコースキー ―小野寺 ―岡本篤 ―土肥 ―長田
【勝】 小林宏 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 土肥 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ 西岡1号 福浦1号
西武 中村1号
2010年10月9日 セ・リーグ 神宮 降雨中止

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
広島
ヤクルト
投 手
広島 ソリアーノ
ヤクルト 村中
【勝】 勝 敗 Ｓ
【負】 勝 敗 Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
広島
ヤクルト

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
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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 9日 (土)

ロッテCS進出に王手！福浦、延長11回に勝ち越し弾！

クライマックスシリーズ ファーストステージ 第一戦◆延長11回、福浦の勝ち越しホームランでロッテが初戦を

制した。西武は8回に奪った4点のリードを守り切れず力尽きた。

劇的な試合展開をみせた。両チームのエース涌井と成瀬が先発し白熱する投手戦の中、中村、西岡の両者

にソロホームランが飛び出し同点のまま迎えた八回裏。ロッテは力投を続けてきた成瀬に代わり、内がマウ

ンドにあがるも、二つの四球を与え二死満塁のピンチを招く。この場面で西武は細川の打席に代打・大島。こ

こで大島はインコースのボールを詰まらせながらもライト前に落とし、勝ち越しの2点タイムリーを放つ。続く

栗山と阿部も連続ヒットで計4点を奪い、5対1とロッテを突き放した。

西武の勝利が目前まで迫っていた9回表、渡辺監督は勝利の方程式として、シコースキーをマウンドに送る。

一方、ロッテはクリーンアップから始まるこの回。脅威の反撃をみせる。井口がアウトコースのフォークを捉え

レフト前に打球を運ぶと、福浦、今江も連続ヒットで一死満塁。さらに、一発のある金泰均を打席に迎えると、

その初球アウトコース低めのフォークを捉えて2点タイムリーヒット。西武は、不安定なシコースキーに代わり

小野寺がマウンドに上がるも、里崎にセンターへ2点タイムリーを許し同点に。

ロッテの勢いは延長戦に入っても止まらなかった。11回表、西武は岡本篤に代え、土肥をマウンドに。しか

し、先頭バッター福浦にカウント0-1から真ん中に甘く入ったストレートをライトスタンドへ運ばれ、勝ち越しの

ソロホームランを浴びる。その裏、ロッテの守護神・小林宏が、西武のクリーンアップのフェルナンデス、中

村、高山を三者凡退に押さえ試合終了。ロッテがまず1勝を掴み取った。

ファーストステージは先に2勝をあげたチームがファイナルステージへ進出となる。初戦を落とした西武はもう

負けられない。気持ちを切り替え、第二戦目に臨みたいところ。明日もロッテが勝ち、2勝目を上げると、ロッ

テはソフトバンクと日本シリーズ出場をかけて戦うこととなる。

[ 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”

・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10日 パ・リーグ クライ
マックスシリーズ 西武Ｄ 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
ロッテ 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
西武 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
投 手
ロッテ マーフィー ―渡辺俊 ―薮田 ―吉見 ―伊藤 ―内 ―小林宏
西武 岸 ―岡本篤 ―長田 ―小野寺
【勝】 内 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 小野寺 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 小林宏 1勝 0敗 1Ｓ
本塁打
ロッテ 今江1号 里崎1号
西武
2010年10月10日 セ・リーグ 神宮 終了 詳細 打席別結果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
広島 2 1 0 2 0 0 0 0 1 6
ヤクルト 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
投 手
広島 ソリアーノ ―上野 ―大島 ―梅津 ―横山
ヤクルト 村中 ―ユウキ ―増渕 ―押本 ―松岡
【勝】 ソリアーノ 2勝 3敗 0Ｓ
【負】 村中 11勝 10敗 0Ｓ
【Ｓ】 横山 3勝 2敗 11Ｓ
本塁打
広島 栗原15号 嶋14号
ヤクルト 川端1号
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チーム数を増やす案が出てますけど仮
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2010年10月10日 (日)

二度の延長戦制し、ロッテがファイナル進出！

クライマックスシリーズ ファーストステージ 第二戦◆ロッテが11回表、井口のタイムリーで決勝点をあげ、5対

4で連日の延長戦を制しファイナル進出を決めた。西武は、この日も序盤のリードを守りきれず、逆転負けを

喫する悔しい試合となった。

もう、あとがない西武がこの日託した先発は岸。対するロッテの先発はマーフィー。

西武は、立ち上がりに苦しんだマーフィーを序盤に攻め崩し、初回に阿部の四球と中島のCS初安打で二死

一、二塁のチャンスを作ると、昨日本塁打を打った中村がレフト前へのタイムリーで先制点をあげる。さらに、

この日一軍登録されたブラウンがライト前への2点適時打でこの回一挙3得点。

このまま、流れに乗りたい西武だったが、岸が2回二死から今江にレフトへのソロ本塁打を浴び1失点。3回に

ブラウンの左犠打で4点目をあげるも、中盤以降はマーフィーに代わった渡辺俊を打ち崩せない。

一方、ロッテは6回。無死一、二塁でサブローの適時二塁打。7回には里崎のセンター前ヒットで3点目をあげ1

点差まで詰め寄る。

そして、9回。今日2打数2安打の先頭の里崎が、この回からマウンドにあがった西武・長田の初球をとらえ、

同点のソロ本塁打を叩き込み、試合を振り出しに戻した。ロッテが、完全に試合のペースを奪うと、延長11

回。二死一、二塁の場面で、この日5打数ノーヒットだった井口が決めた。西武4番手・小野寺の球をセンター

前に運び、逆転に成功。

その裏、昨日に続きロッテは守護神・小林宏をマウンドに送る。代打・上本にヒットを許したものの、その後は

栗山をショートライナー、浅村をセカンドフライ。最後は中島をスライダーでセンターフライに打ち取ってゲー

ムセット。激闘を制し、CSファイナルステージへの進出を決めた。

ファイナルステージは、14日から福岡で行われる。

今シーズン3位ながら西武に2連勝した勢いのあるロッテが、日本シリーズ進出をかけるのか。それとも土壇

場で優勝をもぎ取ったソフトバンクがロッテを下すのか。ファーストステージ同様、目が離せない戦いとなりそ

うだ。

[ 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！

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！

・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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