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次のニュース ≫

ＰＲ： 「麻雀で勝ちたい！」 強くなる麻雀ゲームの秘密はこちら⇒

史上最大下克上舞い！ロッテ連夜の死闘制し日本一

次のニュース ≫

１.清原氏 清田絶賛「新人がこんな打撃をす
るのか」

２.中日 次は積極補強！ＦＡ２選手に戦力外
ベテランも調査

３.中日 佐伯を獲得へ！横浜を今季限りで戦
力外

４.谷繁も困惑した今江の笑み「お前、本当
に楽しそうやな」

５.オリックス 給与全額カットだったドラフ
ト５位と仮契約

６.巨人 移籍２選手会見 新背番号も決まった
７.チェン 今オフ大リーグ挑戦視野に交渉へ
８.内川 残留交渉連絡なし このままだと「選

択肢を消さざるをえない」
９.中日ワーストタイ ３６年ぶりの悪夢再来

でＶ逸
１０.落合監督「セで勝ててもこの舞台では

何かが足りない」
※集計期間：11月8日22時～23時

≫ 続き
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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

＜中・ロ＞ロッテ・西村監督の
胴上げ 
Photo By スポニチ

日本シリーズ第７戦は７日にナゴヤドームで行われ、ロッテが８－７で中
日を下し対戦成績を４勝２敗１分けとし、５年ぶり４度目の日本一に輝い
た。今シリーズ３度目の延長戦に終止符を打ったのは１２回、伏兵・岡田
幸文外野手（２６）が放った勝ち越し打。胴上げでは就任１年目の西村徳
文監督（５０）が、力強いナインの手で３度、宙を舞った。ＭＶＰは今江
敏晃内野手（２７）が受賞。「史上最大の下克上」レギュラーシーズン３
位からロッテが頂点を極めた。 【試合結果 日本シリーズ日程＆結果】 

万感の思いがこみ上げる。粘りに粘ってつかんだ５年ぶり日本一。就任１
年目の西村監督は歓喜の抱擁を繰り返すと、そのままナインの手に身を委ね、３度宙を舞った。

「最初から選手を信じてやってきました。スローガン“和”の通り、一つになれたということ。そ
の力が凄く大きかったですね。選手が強い気持ちを持って戦ってくれた結果です」

一つにまとまれば絶対に勝てる。昨年１０月８日の監督就任と同時に取り組んだ意識改革。スロー
ガンに「和」を掲げたのは、選手個々の能力は他球団に引けを取っていないにもかかわらず、まと
まりを欠いてチームとして機能していなかったからだった。

ロッテ一筋２９年。チームのことは誰より理解できる。日替わりオーダーを撤廃して個々の役割を
強く意識させた。自由だったユニホームの着こなしや髪形も指導。バレンタイン前監督のメジャー
流調整法も一掃して猛練習を課した。戸惑う選手から不満の声が出るのは覚悟の上。グラウンドを
動き回ってコミュニケーションを図り、食事に誘っては自らの考えを伝えた。控え選手、裏方とも
食事会を開催。一丸となる重要性はチーム全体に広がり、その中から俊足が武器の岡田や清田ら若
手が台頭した。

シーズン終盤からミラクル劇の連続で上り詰めた頂点。指揮官は「本当によくここまでたどり着い
た。全員の力が一つになった勝利だと思う」と言った。王手をかけてから２試合２７イニング、１
０時間３９分を和の野球で戦い抜き、かつて同じロッテのユニホームを着た落合監督率いる中日を
撃破。「史上最大の下克上」をテーマに掲げて臨んだ日本シリーズで、西村ロッテが歴史に名を刻
んだ。

≪１年目監督のＶは９人目≫ロッテの西村監督は就任１年目でシリーズ制覇。新人監督の日本一は
０８年渡辺監督（西）以来９人目。チームでは５０年湯浅監督以来６０年ぶり２人目の快挙になっ
た。ロッテは昨年５位に終わったが、新人監督が前年５位以下のチームを日本一に導いたのは前記
渡辺監督（前年５位）に次いで２人目だ。

 [ 2010年11月08日 ]
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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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▼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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