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新聞購読申し込み

すまい

ニッカンＩＤ

ＰＲ 【麻雀に強くなるには？】速さ、打点、守備力！Maru-Janで雀力を鍛
えよう

ＰＲ やっぱりここに買う！世田谷区・渋谷区・目黒区・文京区・港区の一戸
建て！

ＭＬＢ

ニュース

507発ゴジラ伝説はメジャーでピリオド
ツイート

8

海外サッカー直筆サイ
ン商品限定発売！

ＷＢＣ
個人成績
ア・リーグ投手
ア・リーグ打者
ナ・リーグ投手
ナ・リーグ打者
コラム
渡辺史敏
日本人選手
イチロー
ダルビッシュ有
松井秀喜
松坂大輔
黒田博樹
岩隈久志
青木宣親
高橋尚成
中島裕之
上原浩治
藤川球児
建山義紀
和田毅
斎藤隆
川崎宗則
田沢純一

0

にも会見するとみられる。８月にレイズを自由契約と
なり、移籍先を探していたが難航。厳しい立場を自覚

スコア速報

プレーオフ

2

を引退することが２７日（日本時間）分かった。今日

写真ニュース

順位表

3

元レイズの松井秀喜外野手（３８）が今季限りで現役

ニュース

日程＆結果

いいね！

記事を印刷する

し、引き際を決断した。高校時代に甲子園での５打席
０８年４月 レイズ戦で
右越えに本塁打を放つ
ヤンキース松井

る。

ＭＬＢランキング

連続敬遠で注目され、名門ヤンキースで日本人初の

１ 待望松井ジュニア！夫人おめでた第１子

通算５００本塁打達成など輝かしい成績を残した希代

３ ヤンキースが異例の声明発表／松井引退

ワールドシリーズＭＶＰに輝き、プロ２０年間で日米
のホームラン打者。“ゴジラ伝説”が、ついに幕を閉じ

松井が数々の夢を実現させたバットを静かに置いた。今季終了後「時期が来れ

２ 落合氏「やり切ったんだろう」／松井引退
４ 清原氏「超えるコンビいない」／松井引退
５ 小久保「真摯な対応は頭下がる」／松井引

退

ば決断する。その時、自分がどう感じるか」と去就について口にしていた。オ

６ 「最高の日本選手」米メディア

のまま越年となることは確実だった。そんな状況下に引き際を悟り、決断を下

８ 原監督、朝の電話にＯＢの絆／松井引退

フに入っても獲得を狙う大リーグ球団が現れない現状。昨年に続き所属先なし

７ １号被弾高津氏「驚かされた」／松井引退

した。

９ ダルのマネは日本ハム戦力外選手

父昌雄さん（７０）も「引退は明言されていない」としながらも、最近も連絡
を取り合う息子の決意を感じ取っていた。

10 トーリ氏「監督だったこと誇り」／松井引

退

昌雄さん 今年はレイズの好意でユニホームを着させてもらい、本人も意気込ん
で臨んだはず。でも結果がなかなか出なかった。それをもう１年、継続してや
るというのは難しい。いろいろ話す中で引退という選択肢があるのは感じてい
た。ちょうど日本で１０年、向こうで１０年やり、１つの節目を終え、そうい
う気持ちになっているかなと思う。

０９年にワールドシリーズＭＶＰを獲得後、ひざの故障もあって近年は成績が
降下。今年は長い“浪人生活”も味わった。初めて所属先が決まらずに開幕を迎

海外サッカー Ｊリーグ プロ野球 ＭＬＢ

２本塁打を放ったが、その後は打率１割４分７厘、２本塁打、７打点と低迷。

プレミア スペイン ブンデス セリエＡ
ＣＬ

え、４月３０日にレイズとマイナー契約。５月２９日のメジャー昇格直後こそ
７月２５日に戦力外通告を受けた。マイナーで再契約する選択肢もあったが、
自由契約を希望してＦＡになった。全球団との交渉が可能になったが、獲得オ
ファーはなかった。

オフに入り、アストロズが獲得に興味を示した。来季からア・リーグに移転す
るため、指名打者を探していた。ＧＭ、監督が松井の名前を挙げて絶賛した

が、獲得したのはレイズからＦＡの左打者ペーニャ。松井と同タイプで、ア軍
入りの可能性は低くなった。日本球界からラブコールが届いたが大リーグにこ
だわった。昌雄さんは「日本でやる選択肢は感じられない。もちろん本人はイ
ヤとは言わないが、状況からすると少ない」と話した。さまざまな思いを抱

え、自宅のあるニューヨークでトレーニングを続けながら、自らの進退と向き

対戦

開始

エバート 2－1 ウィガン

終了

マンＵ 4－3 ニューカ

終了

フラム 1－1 サウサン

ノリッジ 0－1 チェルシ
レディン 0－0 スウォン
サンダー 1－0 マンＣ

クイーン 1－2 ウェスト
アストン 0－4 トットナ
ストーク 3－1 リバプー

終了
終了
終了
終了
終了
終了
後半
スコア速報

チーム紹介
特集アーカイブズ
▼ 2012年
ＭＬＢプレーオフ
ＭＬＢオールスター
▼ 2011年
ＭＬＢプレーオフ
ＭＬＢオールスター

エンジョイ

「走る」で挑戦！フル
マラソン４時間以内

合う日々を過ごしていた。
勝負強い打撃と、松井特有の豪快な打球で輝かしい栄光を築いた。代名詞の本
塁打は、日米通算２０年で５０７本を記録。巨人、ヤンキースと王道を歩み、
重圧をはねのけて結果を出し続けた。イチローとはタイプが違うパワーヒッ

ターとして日本人メジャーで初めて認められ、一時代を築いた。何より、どこ
にいっても深くファンに愛された。

そんな松井も衰えにあらがえなくなった。常々、昌雄さんに「いずれ野球選手
にはそういう時が来る。いつでも覚悟している」と話していたという。ゴジラ
伝説のピリオドを自ら打った。

◆松井秀喜（まつい・ひでき）１９７４年（昭４９）６月１２日、石川県生ま
れ。星稜時代は甲子園に４度出場（１年夏、２年夏、３年春夏）。高校通算６

イベント情報

神宮花火大会、富士山
マラソン等イベント情
報

０本塁打（甲子園４本）。９２年ドラフト１位で巨人入団。９６、００、０２
年セ・リーグＭＶＰ。ベストナイン８度、ゴールデングラブ賞３度。００年正
力賞。０３年にＦＡでヤンキースに移籍。０９年ワールドシリーズＭＶＰ。１
０年はエンゼルス、１１年はアスレチックス所属。１２年は４月にレイズとマ
イナー契約を結び、５月にメジャーへ昇格した。大リーグ実働１０年。１８６
センチ、１０３キロ。右投げ左打ち。家族は夫人。

Twitter

［2012年12月28日8時55分 紙面から］
関連ニュース

mixi
YouTube

日刊スポーツの
有料サイト
競馬、野球、サッカー、
芸能などの専門サイトを
ケータイ、スマートフォ
ン、アプリ、PCでご用
意しました！ 日刊スポー
ツ有料サイトの紹介コー
ナーです。

【ＭＬＢ】【復刻】松井400号は王に次ぐ若さ
で (2012年12月28日)

松井秀喜

5 打席連続敬遠

おすすめ情報

powered by Fresheye

ヤンキース

自由契約

レイズ

PR
「パパ、いいニオイ♪」

Ads by Google

ＭＬＢ
ＭＬＢ

イチロー「ただただ寂しい」／松井引退 [28日20:52]
キヨシ「指導者で顔見せて」／松井引退 [28日20:51]

お手軽スポーツの定番！
今冬こそマラソンを始めよう！
「ランニングシューズ特集」
チャリティーカレンダー
２０１３年世界の絵本画家からの
希望のメッセージで綴る１２ヶ月

いいニオイのパパが好き！
（２６歳 女性） サントリー

ＭＬＢ

パチ・スロ スクープ！？
スポーツ６紙のアイドルユニッ
ト・スクープ！？が新台情報をお
届け☆

理想の暮らししませんか？
家探しのオススメ情報が満載。住
まいの気になる！をカンタン解決

【ＭＬＢ】「スラッガー松井引退」米メディアも報
道 (2012年12月28日)
フリー百科事典で調べる

本日中ご融資可能！WEB申込
【書類不要！銀行なら総量規制対
象外】低金利3.0%～、最大800万
円

希望の求人がすぐに見つかる！
火・金更新！正社員の転職情報。
あなたの希望にマッチした求人
は？

【ＭＬＢ】【復刻】ヤ軍松井ＭＶＰ！世界一の立役
者 (2012年12月28日)

Ustream

あなたが選ぶ年度代表馬
ユーザーが選んだ年度代表馬は？
結果発表！

作家・江上剛、ランを語る
Number Doと日刊スポーツは
「Doスポーツ」を応援します！

【ＭＬＢ】甲子園で５打席連続敬遠／松井略
歴 (2012年12月28日)

【ＭＬＢ】日米通算507本塁打／松井年度別成
績 (2012年12月28日)

ニコニコ動画

年末・年始は格闘技が熱い！
新日本プロレス東京ドーム大会、
ＤＲＥＡＭ18＆ＧＬＯＲＹ４を生
中継！

30日に１億円争奪バトル！
武田豊樹が１億円争奪バトル、Ｋ
ＥＩＲＩＮグランプリで悲願の初
Ｖだ

Facebook
Google+

クローズアップ情報

ニッポンの元気探し隊！
日刊スポーツ社員が自転車で全国
行脚、元気をお伝えします
PR

記事一覧

新着コラム
ニッポンの元気探し隊！
自転車全国行脚＠千葉県千葉市／千
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Former Yankees slugger, and 2009 World Series
MVP, Hideki Matsui to retire
Matsui, nicknamed 'Godzilla' was the MVP of the 2009 World Series when he hit three
homers and knocked in eight runs while batting .615 with a 1.385 slugging percentage.
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Ex-Yankee slugger Matsui to retire
Thurman Munson's final hours
Wife of former Yankee Jones says he
wanted to kill her
Right-handed batter Diaz to Yankees
Hall of Famer Fisk pleads guilty to DUI
Yankees' slugger Hideki Matsui weds
longtime girlfriend
R.A. pens bittersweet farewell to the Mets
Madden: Stingy Yanks make life difficult
for Brian

9 Jeter the picture of health, says Cashman
10 Granderson's days as a Yankee may be
numbered

COREY SIPKIN/NEW YORK DAILY NEWS

Hideki Matsui tips his cap to the Stadium crowd after being named MVP of the '09 World
Series.
Dec 27th, 8:05PM

Cameras flashed as Hideki Matsui entered his retirement press
conference Thursday at a midtown hotel, so maybe that’s why
his eyes were rimmed red a few minutes into his farewell.
Or perhaps it was just the former Yankee star’s trip down his
own personal baseline of memories that made him a little misty,
recalling how donning pinstripes was “one of the best things
that happened in my life” or talking with reverence about his
former manager in Japan, Shigeo Nagashima, who once urged
him to be a player “like Joe DiMaggio.”

RELATED
STORIES
Losing Matsui is risky business
for Yanks
The Score: Go Go Godzilla
Yankees' Robinson Cano exits
7-0 win over Tampa Bay Rays
after being hit by pitch in top

Reactions to Hideki Matsui's retirement
from Hal Steinbrenner, Brian Cashman
and Derek Jeter
Hideki Matsui always seemed as popular with the
Yankees as he was with fans. The team released
statements from Hal Steinbrenner, Brian Cashman and

of ninth

After 10 years in Japan and 10 in the majors — seven with the
Yankees — Matsui said goodbye in front of about 15 television
cameras, 60 or so Japanese reporters, a handful of New York
media and a national audience in Japan, where the press
conference was being televised live as part of the Friday
morning commute.

Hideki Matsui, former
Yankees World Series MVP,
signs minor league contract
with Tampa Bay Rays

Matsui sat at a dais with flowers positioned in front of the microphones and spoke in Japanese for
about 13 minutes before taking any questions at the Kitano Hotel on the East Side. He started by
thanking fans and announcing he was retiring, according to Japanese reporters.
Though Matsui is only 38 — he might be considered young on the current Yankees — he said he
was leaving because he could no longer play the game at the level he wants and he knew it last
season when he fizzled with the Rays. After thinking it over this winter, he decided to retire, even
spurning offers from several teams inJapan.
During his talk, Matsui at times smiled and at times seemed rueful. He cracked up the room when
he said he didn't like to use the word “retirement” because he would still find time for pickup
baseball. He does not know what he's going to do next, though he noted he has plenty of time to
think about it.
Matsui, easily one of the best Japanese players ever to play in the majors, hit .292 and belted 140
homers and knocked in 597 runs in his seven years in pinstripes. He became the first Yankee to hit
a grand slam in his Yankee Stadium debut, but he is probably best remembered for his last game
as a Yankee, when he had six RBI in the clinching Game 6 of the ’09 World Series victory over the
Phillies. Not surprisingly, Matsui was a unanimous choice for Series MVP.
Matsui said he will never forget that first game at the Stadium, that the “memory would always live
inside.” After some time in pinstripes, Matsui said, he felt like he became “part of the family” and his
love for New York was one reason he held the press conference here.
The Yankees always seemed to take an instant liking to him, too, one that lasts to this day.
“I’ve had a lot of teammates over the years with the Yankees, but I will always consider Hideki one
of my favorites,” Derek Jeter said in a statement released by the Yankees. “I have a lot of respect
for Hideki. He was someone we counted on a great deal and he’s a big reason why we became
world champions in 2009.”
Buy Yankees Tickets

EDITORS' PICKS
Rex would welcome
ax if Jets fail to fix
offense
Rex Ryan may be staging
his exit after a second
consecutive forgettable
season if Jets owner

Myers: Woody must
do what he can to
keep Rex happy
The Jets’ infrastructure is
on the brink of blowing up,
and Woody Johnson should
quickly make Rex Ryan

Bettor's Guide:
Giants need to top
Eagles, belated
miracle
From the best NFL games
to bet this weekend, to the
ones you should steer clear

Bondy: Left with
little choice, Nets
turn page to P.J.
Mikhail Prokhorov needed
to fire Avery Johnson, if
only because the owner
couldn’t extend Johnson’s

Deron 'surprised' by
Nets firing Avery
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Deron Williams was in the
practice facility when he
heard that his coach was
about to get canned, and
one of his immediate

PHOTOS: The Top
Sports Stories of
2012
From the rise of Linsanity
with the Knicks to the fall of
Lance Armstrong, we count
down the biggest sports

FROM NYDAILYNEWS.COM
Yankees looking to trade Curtis Granderson to free
up payroll: source

FROM AROUND THE WEB
World's Scariest Bridges (Travel + Leisure)
Dwyane Wade Divorces Jordan Brand (The Shadow

Yankees sign right-handed hitter Matt Diaz
Brutal child-killing teen meets a shocking end after
killing girls
Size does matter in bed, study shows

IT'S GRATUITOUS!
Jayden and Jayden
'Tis the season for fans of
The Score, as we double
your pleasure with our
holiday gift of a photo of
adult film star Jayden
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Baseball Quiz: Do You Know When Not To Slide Into
Second Base? (Sportsideo)
Ex-MLB player Freel found dead in Florida home
(Inquirer.net)

PHOTOS: The AllJumpsuit Team
The News looks back at
some of the most famous
sports stars who've had

