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試合結果
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11月

2010年10月30日 日本シリーズ ナゴヤ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 2 0 0 1 1 0 0 5
中日 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
投 手
ロッテ 成瀬 ―薮田 ―内 ―伊藤 ―小林宏
中日 吉見 ―鈴木 ―平井 ―清水
【勝】 成瀬 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 吉見 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 小林宏 0勝 0敗 1Ｓ
本塁打
ロッテ 清田1号 井口1号
中日 和田1号 谷繁1号
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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31日 (日)

投打噛み合い敵地でロッテが先勝！

日本シリーズ第1戦はパ・リーグ覇者のロッテが5対2でセ・リーグ覇者の中日を下し、2005年以来の日本一へ

好スタートを切った。

試合は2回表、大松のタイムリーヒットでロッテが先制したが、その裏に中日が2本のソロ本塁打で逆転する。

しかし3回表にロッテは清田の本塁打と今江のタイムリーで再びリードを奪うと、中盤にも効果的に加点し差

を広げた。ロッテ先発の成瀬は序盤に苦しんだが、6回裏から薮田、内、伊藤、小林宏とつないで逃げ切っ

た。

敵地での日本シリーズ初戦でも臆することなく、バットが振れていたロッテ打者陣。攻撃が目立ったのはもち

ろんだが、それ以外にもこの試合を左右したポイントはあった。

■高めのボール球を振らせたロッテ投手陣。打は伏兵も活躍

第1に、ロッテ投手陣が試合を立て直したことだ。序盤はシーソーゲームの様相を呈したが、ロッテ投手陣が

踏みとどまり、試合を鎮静化させた。

ロッテ投手陣が中日打線を封じることが出来たのは、打者に高めのボール球を振らせたからだ（あるいは捕

手・里崎の「振らせるリード」と言っても良い）。成瀬は、低目へのスクリューやスライダーで相手を翻弄するイ

メージが強いが、球速表示以上にスピードのある高めのストレートで、打者を空振りさせるのも得意だ。2回

裏はブランコと藤井をそのボールで空振り三振に仕留めているし、5回裏のピンチで荒木と対したときには、4

球目で高めを振らせて2ストライク目を取り、その後チェンジアップを高低に配して空振り三振で切り抜け

た。6回裏には薮田が和田から高めボール球で空振り三振を奪っている。後に続くピッチャーも同じく、高めの

つり球を振らせたりファールを打たせたりして、カウントを稼ぐシーンが目についた。

打者の打ち気を見ながら、巧みに、かつ攻撃的に高めボール球を織り交ぜたロッテ投手陣。中日打線を術中

にはめ、試合をロッテペースに変えたのが非常に大きかった。

第2に、ロッテ・岡田の活躍である。シーズンでは打率1割台の岡田が、緊急出場となったこの試合で身の丈

にあったバッティングに徹し、随所で中日をヒヤリとさせる打球を放ったことで、他のバッターにも好影響が及

び、中日に息つく暇を与えなかったのだ。

2回表、走塁の際に足を負傷した大松に代わり急遽ゲームに入った岡田。3回表二死一、二塁の好機で初球

をスイングし、荒木の好守に阻まれたものの、あわや三遊間を抜けるかというゴロを転がした。6回表に回っ

てきた打席でも初球を叩き、前の打席と同じようなゴロが今度は三遊間を抜けてヒットになり、これが結果的

に4点目の西岡のタイムリーを呼んだ。7回表にもライトフェンス際まで打球を飛ばした（右翼手が好捕）。

岡田は今季2年目。2008年のドラフトで育成選手として指名されると、1年目のうちに支配下登録され、俊足と

守備力を武器に今年は1軍で必死にプレーした。中日は岡田への配球がやや安易だった。

■試合の動きを止めてしまったバントミス

第3のポイントは、中日にとって痛かった3回裏のダブルプレーだ。逆転されたとはいえ、吉見の代打・小池が

この回の先頭打者としてヒットを放ち、まだまだ試合が動く雰囲気だったのに、荒木が送りバントを失敗し、一

瞬でチャンスを潰してしまった。結果、成瀬も若干ながら楽になり、試合そのものが落ち着いてしまった。第1

のポイントで述べた「高めのボール球」を、無理矢理バントにいって、小フライ→一塁走者が戻り切れず併殺。

短期決戦の初戦となれば、普段なら起きないようなプレーも出てしまうということだろうか。

まずは敵地で投打がかみ合ったロッテが、大事な初戦を飾った。2戦目は、中日・チェン、ロッテ・渡辺の投げ

合いが予想される。

・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  > 投打噛み合い敵地でロッテが先勝！
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2010年10月31日 日本シリーズ ナゴヤ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 1 0 0 0 0 0 1
中日 4 3 3 0 0 2 0 0 x 12
投 手
ロッテ マーフィー ―小野 ―古谷 ―吉見
中日 チェン ―河原 ―三瀬 ―高橋 ―浅尾 ―岩瀬
【勝】 チェン 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 マーフィー 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ
中日 ブランコ1号
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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
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中日が14安打12得点と爆発！ルーキー大島も2打点！

プロ野球日本シリーズは31日、ナゴヤドームで第2戦を行い、中日が14安打の猛打で12対1でロッテを下して

対戦成績を１勝１敗の五分に戻した。蓋を開けてみれば中日のワンサイドゲームになった。初回にいきなり4

点を奪う猛攻を仕掛け、序盤で試合を決めた。

■ルーキー大島が試合を決定づける

この試合で大きかったのは、初回に中日が2点をリードして迎えた満塁機、8番大島に飛び出したタイムリー

二塁打だ。この大島のタイムリーが、高ポイントなのだ。

初回に攻めた中日。二死満塁のチャンスで谷繁が押し出しを選び2点目を挙げたが、これだけで攻撃が途切

れていたなら、まだロッテにも勢いを吹き返す芽は残ったはず。大島が打ってランナーを返し、1回裏の中日

のスコアボードに「4」を灯したことで、中日の勝利が決定的になった。

大島がこの場面で期待に応えられたのは、本人が持つセンスの高さに加え、シーズン中と変わらずに打席に

入れたからだ。試合後に「走者を返すことだけに集中した」と話したように、自分の役割と状況を理解し、1年

目とは思えないほど落ち着いていた。

大島は社会人野球時代にベストナインを獲得したほどの好選手で、昨秋のドラフト5巡目で入団。ルーキーイ

ヤーの今季、シーズン中に374回の打席に立っている。社会人野球のバッターというのは概して、投手に比べ

ドラフトで指名されづらく、プロ入りしても代走や守備固めで起用されたりして、なかなかスタメンに割って入る

のが難しい。結局、一線級の投手を相手にするとバットも湿ってしまうが、大島はそうではない。堂々と1年目

からスタメンに名を連ねている。大島ほどのセンスのあるバッターが、シーズン中に400打席近く経験してい

れば、本人もプロの世界にすんなり適応できるし、日本シリーズでも普通にプレーできるというもの。センス

のある即戦力バッターをシーズン中に使い続けてきた、落合監督の長い視野に立った采配が、大事な場面

で大島を光り輝かせた。これは、この日6番で起用された2年目・野本にも言えることだ。

■打線もバッテリーも積極姿勢

中日が先制したのは初回の和田のタイムリーヒットだったが、それを呼んだ荒木、森野のヒットも忘れてはな

らない。これで、流れが中日へと傾いた。荒木は初球を打ってシリーズ初ヒットを記録し、ロッテ先発マー

フィーを揺さぶるリードでプレッシャーをかけた。集中力をそがれて苦しむマーフィーから、3番森野も甘い球

をセンターへ弾き返し、先制機をつくり上げた。

絶好調・和田の前に、どうランナーを溜めるか。その点で初回は、荒木・森野のシュアなバッティングが光っ

た。また、2番井端も凡退はしたものの、エンドランがかかっていた。シュアに振っていこうという上位打線の

積極的な姿勢が、大量得点へとつながった。

投げてはチェンが6回を1失点に抑えた。初回はほぼストレートのみでロッテ打線を3者凡退。チェンのスト

レートは野球通をも唸らせるノビ・威力を誇るが、それを信じてロッテ相手にストレートを続けたバッテリー。

見事にチェンのストレートで抑え込み、前日のロッテ優勢ムードをすぼめさせた。

■マーフィーが自滅

ロッテは先発マーフィーの自滅がすべてだろう。打線の粘りもこの日は無かったが、序盤に大量失点を喫して

いては、なかなかつらいところだ。それでも、ファーストストライクから狙っていく打線の姿勢は失われていな

い。クライマックスシリーズからビジター続きだったロッテが、第3戦以降ホームグラウンドに戻ってどんな戦

い方をするか、注目である。

[ 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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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11月2日 日本シリーズ 千葉 終了 詳細 打席別結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計

中日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ロッテ 0 0 1 4 0 0 2 0 x 7
投 手
中日 山井 ―鈴木 ―清水
ロッテ 渡辺俊
【勝】 渡辺俊 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 山井 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
中日
ロッテ
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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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渡辺俊介の好投が光った第3戦はロッテが勝ち越し！

千葉マリンスタジアムに場所を変えて行われたプロ野球日本シリーズ第3戦は、先発の渡辺俊介が好投した

ロッテが中日を7対1で下し、対戦成績を2勝1敗とした。

■渡辺俊介、十八番のタイミング外しで和田を併殺に

ターニングポイントとなったのは、本人や西本コーチも認めるように、4回表の渡辺俊介のピッチングだ。先頭

の森野をヒットで出塁させたが、続く和田を初球、低目のシンカーで遊ゴロ併殺に切って取った場面である。

この日の渡辺俊介は、立ち上がりは素晴らしかったが、3回表に中日に先制を許し、必ずしも万全とまではい

えない出来に思われた。前述のとおり、4回表も無死一塁としている。

だが、1球で和田を打ち取れたのは、渡辺俊介の「投球術」が生きたからだ。このシーンに、渡辺俊介という

ピッチャーの特長がよく現れていた。

「投球術」というと、コントロールや変化球の緩急といった面が思い浮かぶが、渡辺俊介はそれに加え「投球

フォーム」で緩急をつけるのがうまい。傍（はた）から見ているだけでは分からない、わずかなリズムの差で、

打者との「間合い」を支配できるのだ。打者を見ながらそれを実践できるので、相手のタイミングを狂わせ、凡

打の山を築ける。

和田が初球から狙っていったところを見ると、おそらくはコース・球種に狙いを絞り、それが的中したのだろう。

それでも、引っ掛けて遊ゴロになったのは、渡辺俊介のタイミング外し（フォームのリズムの遅さ、ボールの遅

さ）で、打つポイントが前寄りにずれたから。3回表に先制の犠飛を放った荒木のように、スイングを“とめ

る”ような感覚で、ヒザとリストによってミートできれば（変化球に崩されたイチローが巧みに対応するイメー

ジ）外野の前にも落とせるが、軸足に重心を残しボールを引きつけてフルスイングする和田のようなバッター

では、それは厳しい話。和田にとっては、悔しいの一言では済まされないほど、頭にこびりついて離れない

シーンになったのではないか。その後の和田の打席を見ても、第4戦以降に影響が出そうで心配される。

渡辺俊介は結局、5回から7回までを三者凡退で切り抜け、最終的に完投勝利を飾った。渡辺俊介の流れる

ようなアンダースローは、見る者を魅了する美しさがある。好調時はなおさらで、ゆっくりしたフォームの始動

に周囲も吸い込まれ、いいリズムで守備側も守ることができる。なにより、ファンも安心して見ていられる。本

拠地の千葉マリンスタジアムで、試合のリズムを味方にした渡辺俊介。もちろんそこに、盛んに言われる「風」

の要素もプラスになった。大方の予想に反し、渡辺俊介を第3戦に登板させた西村監督の策も奏功した。

■腕が振れていなかった山井

対して中日の先発・山井は、4回途中でノックアウトされる結果となった。見た感じ、テレビやラジオの解説者

が言うほど、調子は悪くなかったように思う。好調時のピッチングは、ストレート・スライダーをはじめ圧巻だ

が、もともと多少の波はある投手。その辺りは中日サイドも織り込み済みだったはずだ。惜しむらくは、腕が振

れていなかったことだ。腕が振れなければ、コントロールもつかなくなる悪循環にも陥る。清田に勝ち越しの

三塁打を浴びた場面も、カウントが0－2となりストライクを欲しがったため、ますます迫力を欠いた。

2007年日本シリーズ第5戦で先発すると「完全試合」のまま8回で降板し、一躍注目を浴びた山井。この日は

期待を裏切った形になった。だが、もし次があれば、「神通力」なのか「呪縛」なのか、そこから解かれたこの

次こそ、好投が期待できるのではないか。

成瀬・渡辺俊介の2枚看板でともに白星を得たロッテ。いい形になったとはいえ、第4戦、第5戦は先発の力も

落ちる（唐川はケガの回復次第）。渡辺俊介の術中にはまった中日打線も、第4戦以降の投手を相手につけ

入る隙は充分ある。勝負はまだまだ先だ。

・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  > 渡辺俊介の好投が光った第3戦はロッテが勝ち越し！
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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11月3日 日本シリーズ 千葉 終了 詳細 打席別結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計

中日 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4
ロッテ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
投 手
中日 山本昌 ―ネルソン ―三瀬 ―河原 ―浅尾 ―高橋 ―岩瀬
ロッテ 唐川 ―古谷 ―小野 ―内 ―伊藤
【勝】 高橋 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 伊藤 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 岩瀬 0勝 0敗 1Ｓ
本塁打
中日
ロッテ 井口2号

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
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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11月 4日 (木)

リリーフ浅尾の踏ん張りで中日が激闘制す！

プロ野球日本シリーズは3日、千葉マリンスタジアムで第4戦を行い、シリーズ史上3番目の長さとなる4時間

41分の激闘を制した中日が延長11回4対3でロッテを下し、対戦成績を2勝2敗のタイに戻した。

手に汗を握る白熱した試合だった。5回を終了して3対3の同点。そこから、両チームともにランナーを出しな

がらも、点が取れない。ロッテはサインミスが、中日も牽制死が出るなど、落ち着かない雰囲気で試合が進

行。特に8回から10回は、互いに二塁までランナーを進めながら、あと一本が出なかった。

■リリーフが鍵を握る試合で中日の切り札・浅尾が強心臓ぶりを発揮

この試合の行方は試合前から、リリーフ陣がどんな投球をするかに託されていた。中日・山本昌とロッテ・唐

川の先発で始まったこの試合、両チームともに先発投手の早い回での降板を見込み、ロングリリーフの可能

性も含めてリリーフ陣が序盤から準備していた。彼らの出来が勝敗を左右する状況で、互いに危ないシーン

は迎えながらも、なんとか踏ん張った。

そうした状況で、8回裏途中から登板した中日・浅尾が存在感を見せた。9回裏に二死二塁で迎えたロッテ・西

岡との対戦の場面だ。ここを三振で切り抜けたことが大きかった。このピンチを招いたのも浅尾自身ではある

が、まだまだ若くて勢いで勝負する投手だけに、多少の出塁を許すのは仕方ないところ。浅尾の仕事は、任さ

れたイニングをどう切り抜けるかにある。

初球ストライク後の2球目ストレートを左方向へ打った西岡の打球は、あわやサヨナラ打の際どいファール

に。肝を冷やした浅尾だが、3球目以降も強気の姿勢を変えなかった。3球目は150キロのストレートが外れて

カウント2-1に。4球目、5球目は変化球を低めに投じたが、西岡は振ってくれない。カウント2-3となった6球

目、それでも浅尾はフォークを投げる。ここしかないというゾーンへ投げたフォークに、西岡のバットが空を

切った。

これは、今季幾多の修羅場を切り抜けてきた浅尾の、強心臓ゆえの好ピッチングだった。歩かせるという選択

肢はとらず、西岡と勝負。2球目の大ファールの後も、臆せずに腕を振った。カウント2-3から出たフォークの

サインにも、腕が縮こまることなく決然と、これ以上ないボールを投げ込んだ浅尾。相手のムードメーカーで

あり、最大のキーマンである西岡を空振り三振に仕留めたことで、ロッテに流れが傾くのを必死に食いとめ

た。

「リリーフが点を取られていたら、とんでもないことになっていた」とお立ち台で落合監督は語ったが、浅尾が

失点しなかったという事実が、中日の選手・ファンに勇気を与えたといっても過言ではないだろう。

■大島に甘く入ってしまったロッテバッテリー

とはいえ、その後の10回裏にも中日はピンチを迎えた。味方守備のミスもあって浅尾が一死満塁のピンチを

招いたが、代わった高橋聡文が福浦をサードライナー併殺に切って取った。このサードライナーは、ほぼ「運」

の領域。三塁手の正面にライナーが飛んだロッテにとっては、不運だったとしか言いようのない、紙一重のも

のだった。

延長11回表、大島の中越え三塁打で決勝点を挙げた中日。大島については第2戦の試合レポートで触れて

いるが、この場面でもよく打った。大島に対してロッテは、前の打席で内竜也が徹底的にインコースを攻めて

抑えたが、この打席ではアウトコースに捕手里崎が構えると、伊藤の制球ミスでボールが真ん中寄りに入っ

てしまった。初球を打たれただけに、ロッテにとっては悔やまれるシーンとなった。

日本シリーズにふさわしい熱戦を見せた両チーム。井端、ブランコ、里崎などブレーキ気味の選手も見えてき

たが、それらの選手も含めて、第5戦以降もますます死力を尽くした戦いになりそうだ。

[ 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  > リリーフ浅尾の踏ん張りで中日が激闘制す！
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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11月4日 日本シリーズ 千葉 終了 詳細 打席別結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計

中日 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
ロッテ 4 0 0 2 3 0 1 0 x 10
投 手
中日 中田賢 ―清水 ―久本
ロッテ ペン ―古谷 ―薮田 ―吉見 ―小林宏
【勝】 ペン 1勝 0敗 0Ｓ
【負】 中田賢 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
中日 ブランコ2号
ロッテ サブロー1号

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？
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先発全員安打のロッテが日本一に王手！

2勝2敗のタイで迎えたプロ野球日本シリーズ第5戦は、先発全員安打をマークしたロッテが10対4で中日を下

し、5年ぶりの日本一へ王手をかけた。

■コンパクトに振るロッテ打線相手に「投げ屋」と化した中田

「投げ屋」という言葉がある。明確な語意の定義は無いが、イメージとしては、コントロールがなく、打者との駆

け引きも試みず、何も考えずにただ力を入れて球を放っているだけのピッチャーを、「投手」と区別して皮肉っ

た表現だ。

5回13被安打9失点でマウンドを降りた中日先発・中田は、「投げ屋」のピッチングだった。もちろん、本来の中

田はキレも球威も抜群で、制球難はあるものの、クレバーな投手だということは知っている。ただ、この日の

内容面に、「投げ屋」の要素がもろに出てしまった。これが、試合を分けた。

その象徴的なシーンは、失点をした1回と4回だ。1回、一死一、二塁でサブローを迎えた場面では、カウント

球で素晴らしい外角ストレート、低目スライダーで追い込みながら、決め球のフォークが浮いて左前ヒットにさ

れると、続く今江に初球ストレートを二塁打にされて先制を許した。これでロッテ打線に火がついたという点

で、第1のポイントになった。

また第2のポイントとなる4回は、先頭の西岡にカウント2-2から外角ストレートを左前へミートされると、サブ

ローにはカウント2-0からのフォークが真ん中に入り、左翼スタンドまで運ばれた。この一発で、中田は切れ

てしまった。

中田はとにかく力が入っていた。無駄な力が入るほど、ストレートは逆に威力を失う。今江に打たれた初球

も、西岡に打たれたストレートも、完全な「棒球」だった。また同時に、決め球も甘くなってしまった訳だが、抑

えようと気持ちが入りすぎて、球が抜けていた。「力を抜く」という各種スポーツ共通のコツを、忘れていた。

少し冷静になれば、と思うが、「投げ屋」になってしまった以上、フォームも勢いと滑らかさを欠き、精神的にも

立ち直るのは難しい。その後も、球がシュート回転したり、相手に粘られたりするなど、修正が出来なかった。

そして中田を「投げ屋」にしたのは、ロッテ打線のコンパクトなスイング、つなげようという意識。これに中田は

焦りを感じて、リズムがつかめないまま、体も心も力んで投げる「投げ屋」の悪循環に陥ってしまったのかもし

れない。俗に言われる「一か月ぶりの登板が災いした」というものではないと思う。精神的な攻防が大きく影響

してくるのが、プロの頂上決戦だ。

■要所で角度のあるストレートとカーブを決めたペン

一方、ロッテ先発ペンは要所で角度のあるストレートとカーブを決めた。荒れ球タイプのピッチャーで初回から

失点したが、それでも2回からは、フォームにバランスが戻った。5回などは、英智相手にカウント1-1から低

めへ絶妙なカーブを投げたし、同じ回に荒木には、初球・2球目に140キロ台後半のストレートを内角へ続け

て2球で追い込んだ。この辺りのボールは見ていて唸らされた。打線が2点を追加してスコアを6対1とした直

後だけに、ロッテにとって、このあと試合を楽に運べる見通しがついた場面になった。ペンは「1点は取られた

が、マリーンズ打線が必ず点を取ってくれると思っていた」と話し、チームの「和」の心を表した。

またペンを楽にしたのは、3回に森野・和田が甘いカーブを打ち損じたのに一因があることも言い添えておき

たい。

とはいえ、中日打線では森野が一番光っていた。初回、一死一塁の場面で、外角攻めを見透かして決め球の

ストレートを鋭く左方向へ流し打ち、チャンスを広げた。先制点に結びついたこの安打、もし中日がリードを広

げて勝利していたら、大きなプレーになっていたはずだ。打撃好調な森野、第6戦以降にも期待できる。

この日、ロッテが初回の守りから前進守備を敷いたように、正念場を迎えている日本シリーズ。成瀬・渡辺俊

介、吉見・チェンという両チームの看板投手がぶつかる第6戦以降がいよいよ楽しみだ。

[ 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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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11月6日 日本シリーズ ナゴヤＤ 終了 詳細 打席別結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計

ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
中日 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
投 手
ロッテ 成瀬 ―内 ―伊藤 ―薮田 ―古谷 ―小野 ―小林宏
中日 チェン ―浅尾 ―高橋 ―河原 ―岩瀬 ―ネルソン ―久本
【勝】 勝 敗 Ｓ
【負】 勝 敗 Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ
中日
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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  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
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延長15回引き分け！両指揮官「負けなくてよかった」

ロッテが王手をかけて迎えた日本シリーズ第6戦は、延長15回の激闘の末、両者一歩も譲らず2対2で引き分

けた。両チームともに死力を尽くした総力戦。次々に訪れる得点機に、続々と投手がつぎ込まれる緊迫した熱

戦は、シリーズ史上最長となる5時間43分に及んだ。

■大黒柱・岩瀬が被安打ゼロ救援で試合を引き締めた

1つも星を落とせない中日がこの試合で負けなかった要因は、中継ぎ投手の奮闘だ。中でも延長12回表に登

板した岩瀬が三者凡退に抑えて、ロッテ打線を眠らせたのは大きかった。もちろん、それまでに試合をつくっ

た浅尾、高橋、河原も力投したが、それぞれ代わりばなに出塁を許すなど、ピシャリと封じていたわけではな

かった。そこへ登板した岩瀬は、相手の打順が下位であるとはいえ、3人で切って取った。

落ち着かない展開を静めたのは、岩瀬の「経験」だった。岩瀬はそれまで日本シリーズ通算13イニング無失

点。若手の活躍が著しい今シリーズだが、スイスイと岩瀬が投げられたのは、経験に裏打ちされたマウンドさ

ばきがあったからこそ。相手打線に関係なく、最も自分自身のペースで投げていたのが岩瀬だった。

延長戦に突入した場合、特に後攻チームは、裏の攻撃で1点でも取ればサヨナラ勝ちになるため、抑え投手

であっても早めに投入するのが鉄則だ。ただ岩瀬は、クライマックスシリーズで巨人・阿部に決勝弾を浴びる

など、ここ最近は必ずしも盤石とは言い難い。その岩瀬が同点の場面でどういう投球をするかに注目したが、

楽に切り抜けたことで、中日は一段落つくことができた。ナゴヤドームのファンの間にもホッと安心した空気が

漂った。岩瀬が三者凡退で抑えて以降、ネルソン、久本も続いた。

中日にとって明るい材料は、井端に待望のシリーズ初安打が出たことだ。6回裏、カウント2－3からの7球目

をセンターへ弾き返した。前日、35分間の特打とスタンドティーを行い、不調からの脱出を試みたが、それが

生きた格好に。井端も「経験」が豊富な選手である。井端の出塁が6回裏の得点に直結して球場は大いに盛り

上がったが、井端の積み上げてきたものに根拠をもった前日練習での「修正」の効果が、すぐに発揮された。

■高めのストレートでバントをさせなかった薮田

ロッテも同様に中継ぎ陣が、随所にピンチを迎えたが、意地で踏ん張った。最も試合の流れを左右したのは、

薮田が延長10回と11回に、中日に送りバントを2度失敗させたシーンだ。今年37歳になる薮田だが、「経験」

からくる安定感でピンチの芽を摘み取った。

この場面、「薮田の手柄ではなく、荒木・岩崎達郎のミス」という声もあろうが、バントをしにくい内角高めへ薮

田がストレートを投げ込み、バントを「させなかった」という面が強い。これが未熟なピッチャーだと、バントの

構えを嫌がって、バットに当てさせまいと思い過ぎるあまり、ボールが先行する場合がある。こうなると攻撃

側有利だ。しかし薮田は、バットに当てさせた上でバントを失敗させる意図で投げ込み、それを実現させた。

一方で、対照的にほとんど「経験」を持たない7年目の内竜也も好投した。成瀬が相手エースより先にマウン

ドを降りたが、代わった内がその後2回をきっちり抑えて同点を呼び込んだ。2009年には31試合に登板

も、2010年シーズンは15試合のみ。決して勝ちパターンで投入される選手ではなかったが、ここへきて好投を

続けている。高校野球では時々「甲子園で急激に上手くなる選手」がいるが、内に当てはめれば「シーズン終

盤からクライマックスシリーズにかけて急激に伸びた選手」。理論では説明しきれない「勢い」も、大切な要素

だ。

チェンと成瀬の気迫に満ちた投げ合い、サブローの2本のタイムリー、両チームの度重なるバント失敗など、

ポイントを挙げれば枚挙にいとまがない第6戦の激闘。「勝ちに等しい、負けなかったことは大きい」と西村監

督が語れば、落合監督も「負けられない試合。負けなくてよかった」といつもの調子を崩さなかった。

・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

トップ > 野球 > クライマックスシリーズ＆日本シリーズ特集  > 延長15回引き分け！両指揮官「負けなくてよかった」
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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11月7日 日本シリーズ ナゴヤＤ 終了 詳細 打席別結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

ロッテ 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 8
中日 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
投 手
ロッテ 渡辺俊 ―小野 ―薮田 ―内 ―小林宏 ―伊藤
中日 吉見 ―河原 ―ネルソン ―高橋 ―浅尾 ―岩瀬
【勝】 伊藤 1勝 1敗 0Ｓ
【負】 浅尾 0勝 1敗 0Ｓ
【Ｓ】 勝 敗 Ｓ
本塁打
ロッテ
中日
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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11月 8日 (月)

ロッテ3位から史上初日本一に！

プロ野球日本シリーズは7日、延長12回の死闘の末にロッテが8対7で中日に競り勝ち、5年ぶり4度目の日本

一を決めた。

第6戦と同様に、この試合も展開が二転三転した。4点のビハインドを今江、里崎などのタイムリーでロッテが

追いつき、金泰均のタイムリーで逆転したものの、9回裏の土壇場で中日にブランコの犠飛が出て試合は再

び振り出しに。12回表に岡田のタイムリースリーベースで待望の勝ち越し点がロッテに入ると、12回裏を伊藤

が3人で締めて、ロッテに栄冠が輝いた。

■今シリーズで最高の奪三振率をマークした内

第7戦の勝利の立役者は、やはり岡田だろう。育成選手出身の岡田が、延長12回に浅尾から決勝打を放ち、

これが日本一に直結した。ただ、最も試合を左右した要因を挙げるとなると、今シリーズ大奮闘の内竜也の投

球だったように思う。

内はこの日、6回裏～8回裏の3イニングを無失点で切り抜けた。同点の場面でマウンドに上がるのは精神的

にもプレッシャーがかかるが、それを乗り越えてゼロで封じた。その甲斐あって、登板直後にチームも一旦は

勝ち越した。

前日に延長15回を戦ったことで、両チームともに中継ぎ陣の疲労が心配された。内も前日、緊迫した場面で

登板しているが、この日もそれをものともせずに、第7戦に登板したロッテ6投手の中で最長となる3イニング

を繋いだ。投手のやり繰りを考える上でも、チームにとって非常に大きかった。

内の今シリーズの好投の要因は、奪三振率の高さにある。第7戦では、3回を投げて奪った三振は7を数え

た。シリーズ通算でも8回を投げて13奪三振。奪三振率（9回を投げたケースに換算した奪三振数）は14.6と、

両チームの投手の中で最高である。シーズン中も内は20回を投げて20奪三振をマークしているが、それ以上

のパフォーマンスを見せたのだ。

奪三振が多いというのは、それだけストレートにスピードがあり、スライダーがキレていたということ。それを

当然ベンチも認識しており、シリーズ終盤で内をうまく起用したことで、チームに負けがつくことはなかった。

両チームともに打撃陣も絶えずランナーを出し、攻め続けた感のあるこのシリーズでは、バットに当てれば何

が起きてもおかしくない雰囲気があった。その中で、バットに当てさせない、三振がとれるピッチャーが貴重に

なってくる。奪三振は運に左右されず、確実にアウトがとれるし、安心して見ていられるからだ。そういう投手

として内が台頭した。「腕を振れ」というコーチや捕手・里崎のアドバイス通りに内が敢然と腕を振ったからこ

そ、この結果につながったのだろう。

奪三振率について他の投手も見てみると、内に次いで高いのはネルソン（10.80）で、これに成瀬（10.64）、伊

藤（10.50）、浅尾（9.72）が続く（ただし投球回数の少なかった先発投手は除外している）。もちろん、良いボー

ルを投げ、良い配球をしていたからこそ奪三振率も高い結果になって表れるので、要因と結果を混同しては

いけないが、総力戦の日本シリーズを引き締めた投手の顔ぶれに近いものとなった。

両チームの打線が喫した三振数は、中日の65に対し、ロッテはその約7割となる47。初球から積極的に振り、

コンパクトなスイングで投球を仕留めるロッテ打線の力を、この数字も物語っている。

■球史に残る激闘

第7戦も見所が多かった。いきなり仕掛けた清田のエンドランと井口のツーベース（1回表）、大島の2本のタイ

ムリー（2回裏、3回裏）、追い込まれた場面での和田のスリーベース（9裏）、伊藤の好救援（11回裏～12回裏）

など、目が離せない試合だった。

頂上決戦という最高の舞台で、野球の面白さ、難しさを実感させてくれた両チームに感謝である。野球のすべ

てが詰まったような、球史に残るシリーズだった。

・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

トップ > 野球 > クライマックスシリーズ＆日本シリーズ特集  > ロッテ3位から史上初日本一に！
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