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ニュース
記事を印刷する

YouTubeでMLB観戦！全試合を配信中！
活躍する日本人大リーガーを応援しよう

＜ブルージェイズ１－０マリナーズ＞◇２３日（日本時間２４日）◇ロ

お腹に自信のない人にバカ売れ！「すご
いんです」ヨーグルトの４０倍乳酸菌

イチロー10年連続200安打！輝く金字塔
ジャーズセンター

【トロント（カナダ）＝四竈衛、木崎英夫通信員】マリナーズのイチ

ロー外野手（３６）が前人未到の１０年連続２００安打を達成した。あ
と２本に迫ったブルージェイズ戦で、第２打席から連続安打。今季１５
２試合目でメジャー一番乗りで大台に到達した。シーズン２００安打の
１０年連続は自らが昨年更新したメジャー記録を塗り替え、１０度の回
ブルージェイズ戦で今季通算
２００安打を達成したイチ
ロー（撮影・菅敏）

数でもピート・ローズ（元レッズ）に並ぶタイ記録になる。記録男にま
ぶしく輝く金字塔がまた１つ、加わった。

イチローが今季２００個目の「Ｈ」ランプをともし、前人未到のステー

ジに立った。過去３打数２安打と分のいい右腕ショーン・ヒルを攻略。５回の第３打席、初球の直球を
とらえて、打球は鋭く二遊間を抜けた。ヘルメットを取って祝福の拍手に応えた。

大記録を目前に控えた緊迫感とは無縁だった。しっかり２打席目でスイングを修正した。カウント１－
１からシュート気味に真ん中に入る速球をたたき、糸を引くようなライナーで左翼線を破った。涼しい
顔で二塁に到達したイチローとは対照的に、スタンドはざわつき始めた。

初回の第１打席はフルカウントから、内角高め９０マイル（約１４５キロ）の速球に空振り三振。「大

プロ野球

MLB

J1

J2

3回裏
楽天

日本ハ

１

２

プロ野球速報

台対決」で全米の注目を集めた顔合わせはその裏、ブ軍バティスタがメジャー３年ぶりとなるシーズン
５０号を左翼席に運んで先行。だがイチローも負けじとその１時間後、１０年連続２００安打という２
つの大台を重ねて、主役の座を奪い返した。

マジック３で臨んだ２２日（同２３日）は、初対戦となった２２歳の新人右腕ドレイベックの前に沈
黙。だが左腕タレットに代わった８回の第４打席に、２－０と追い込まれながら外角の変化球を見極
め、最後はフルカウントからの速球を中前へ低空ライナーではじき返した。

試合後は自らの打撃ではなく、イチローの持つ猛打賞年間２６回の日本記録に並んだロッテ西岡の話題
に集中した。「抜いて喜べ、って言っといて。早う抜け、って。どこ見てんだ、オレの。ムネ（ソフト
バンク川崎）と変わんねぇぞ、それじゃ」。既存の記録に近づき、並ぶだけでなく、超えてこそ本物。
０６年の第１回ＷＢＣで一緒に戦った後輩の成長を喜ぶ一方で、期待を込めたゲキも忘れなかった。
その一方で、本塁打王を独走するバティスタに対する敵地ファンの大声援を、快く受け止めていた。

チームとしてはプレーオフ進出の可能性が消滅しながら、打席ごとに更新中の球団新記録を盛り上げよ
うとする球場の一体感は、選手冥利（みょうり）に尽きることだった。「ああやって見ている人が楽し
んでいるのはいいですよね。本来あるべき姿だと思いますけどね」。過去数年、イチロー自身も同じよ
うな立場であり、今季も周囲の期待に応えて大台をクリアした。
［2010年9月24日11時52分 紙面から］
» イチローページへ

関連ニュース

主要ニュース

石破さん！髪型もっと若く…ＡＫＢが注文
白鵬60連勝！25日○でＶ！／秋場所
日本ハムが６回に勝ち越し打／リアルＴ
混戦！細川ら首位４人／男子ゴルフ
美川憲一「今の玉置さんは絶倫男よ！」

オススメ情報
【イチロー】10年連続200安打達成

１０年連続２００安打を達成したマリ
ナーズ・イチロー外野手

【石川遼】パナソニックＯＰ

石川遼今週はパナソニックＯＰ（兵庫・
六甲国際ＧＣ東Ｃ）スコア速報します

【白鵬】きょうの取り組みは？

【香川真司】ゴールラッシュ
【東京６大学野球】佑ちゃんラストイヤー
日本人が１００ｍで世界記録保持者に！
【パチスロ】連れスロ実戦コラム公開！

【ヤクルト】ホワイトセルが刺激受ける [24日14:24]

新着コラム

チチロー「感無量」と涙こらえる

広部玄記者日記「こちら裏・社会部」

[24日13:26]

本日の視点：５０代男２人にキャバ
嬢「同伴監禁」容疑

川崎「イチローさんらしい安打」 [24日12:52]

松坂大輔 岡島秀樹 田沢純一 斎藤隆 上原浩治 イチロー 松井秀喜 岩村明憲 五十嵐亮太
高橋尚成 川上憲伸 黒田博樹 松井稼頭央 福留孝介

注目

このニュース・話題の日記を書く

[9月24日]
静岡支局ブログ「もどき隊がゆく」

静岡もどき隊／静岡西部のどこかで
ジュビロくんとジュビィちゃんを探
せ！（あと主に静岡市内で出たがり
支局長を！）

※ニュースの日記を書く方法はこちらで紹介しています。

このニュースには全0件の日記があります。

[9月24日]

ソーシャルブックマーク
キーワード： イチロー

写真ニュース

ウェブで調べる

過去記事を探す

ＰＲ
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メジャーリーグ全試合配信
レギュラーシーズン全試合を無料配信
YouTubeで日本人選手を応援しよう !
youtube.com/MLBGlobal
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記事バックナンバー

黒田、８回５安打１失点好投で11勝目 [24日15:03]

ショッピング

川崎「イチローさんらしい安打」 [24日12:52]

デキル男はこだわる！腕時計特集

一本は持っておきたい定番から個性あふ
れるブランドウォッチまで多数ご紹介！

福留凡退に「微妙に球の抜けが違った」 [24日11:52]
福留は「本人にしか分からない」 [24日11:48]

ＭＬＢコラム

こだわりの定番ビジネスシューズ！
人気グラドルが限界ショットに挑戦！
日刊特別編集虎アルバム矢野燿大

「ちょっとした気持ちよさはある」 （イチロー語録） ［9月24日］

趣味・娯楽

福留は２打数無安打、カブス大敗 [24日11:08]

「抜いてから喜べ。まだ早いよ」 （イチロー語録） ［9月23日］

釣り

第２６９幕 ツインズのＶを支えた偉大な先輩たち （鉄矢多美子
「Field of Dreams」） ［9月22日］

パチンコ・パチスロ

もっと評価されていいイチローの記録 （渡辺史敏の「from New
York」） ［9月23日］

「ま、うっとうしいですからね」 （イチロー語録） ［9月22日］
ＭＬＢニュースランキング

１ トーリ監督「ローズより優れた才能」
２ 王さん「我々の想像を超える選手」

３ 上原10Ｓ「オカジに土が変わったって…」
４ 川崎「イチローさんらしい安打」
５ チチロー「感無量」と涙こらえる

６ イチロー10年連続200安打！輝く金字塔
７ イチローの200安打達成時のコメント集

８ ラミレスも偉業に「技術とクオリティー」
９ ぜひ超えてあげたい／イチロー一問一答
10 福留は「本人にしか分からない」

この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます

１  イチロー200安打達成／一問一答 - ＭＬＢニュース

２  恩師「あの子らしい」、出身地では垂れ幕 - ＭＬＢニュース
３  トーリ監督「ローズより優れた才能」 - ＭＬＢニュース
４  川崎「イチローさんらしい安打」 - ＭＬＢニュース
ジャンル別写真ニュース
野球
ＭＬＢ

サッカー

サッカー日本代表
海外サッカー

５  王さん「我々の想像を超える選手」 - ＭＬＢニュース

[ フィッシングサーキット開催中 ]
釣果情報を毎日更新中！ここを見てから釣りに出
かけましょう。
実戦から業界話、新機種情報まで！パチンコ・パ
チスロページ、新装開店！！
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Ichiro ties record with 10th 200-hit season
Mariners superstar equals Rose's mark, extends own streak
By James Hall / MLB.com | 09/23/10 6:25 PM ET
Comments

e-mail

print

TORONTO -- Ichiro Suzuki stroked a fifth-inning single to center to collect his 200th hit Thursday,
extending his own record with his 10th straight season reaching the milestone. He set the record last
year, passing Wee Willie Keeler. Ichiro also tied the record for 200-hit seasons in a career, with 10,
which he now shares with Pete Rose.
The milestone hit came against Blue Jays starter Shawn Hill. The Blue Jays went on to win the game,
1-0, over the Mariners.
"I think you can imagine how happy I am," Ichiro said through a translator. "I know how tough it is to
accomplish 200 hits every season, and it's been another tough one this year, so that's how happy I
am inside."
The Mariners dugout, along with the fans at Rogers Centre, gave the Japanese native a standing
ovation. Following roughly 30 seconds of applause, Ichiro removed his cap and acknowledged the
crowd. The ball, fielded by center fielder Vernon Wells, was promptly retrieved by a Mariners staff
member.

Photo gallery
Bauman: Ichiro a singular, remarkable talent
Ichiro, Felix provide thrills in loss to Jays

Nine-run second returns Giants to first place
Seven-run sixth puts Rays half-game back
Recap: Sept. 23 at a glance | Postseason Picture
Ichiro ties record with 10th 200-hit season
Bautista joins elite class with homer No. 50
Grand slam part of two-homer inning for Uribe
Braden's gem keeps A's hope alive
Up again, down again: Padres slip to second
Rockies reeling with Giant series on horizon

Ichiro entered the game with 198 hits. He picked up No. 199 with a third-inning double down the leftfield line.

More MLB Headlines »

"Today, after I accomplished 200 hits, when I looked to the dugout everyone was celebrating,
everyone was pretty happy," Ichiro said. "They were showing that [celebratory] feeling. That's when I
finally felt like I could express my feelings in a good way, where I could say I'm happy for what I've
achieved."
REACHING 200
Most consecutive seasons

Ichiro felt a sense of relief after reaching the mark,
considering the high standard he's set for himself from the
very beginning of his career.

with 200-plus hits
Player

No.

Years

Ichiro Suzuki

10

2001-10

Wee Willie Keeler

8

1894-1901

Wade Boggs

7

1983-89

Chuck Klein

5

1923-33

"When you look at my rookie year, no one expected me to
have 200-plus hits," Ichiro said. "I think if I [had been] at
.260 or .270 with 180 hits, [everyone] would have said,
'Good job.' Now being in my shoes, I have to accomplish
this. Because if I don't, people will say, 'How come you're
not hitting anymore?'"

The record for most seasons with 200 hits had been in Rose's sole possession since Sept. 25, 1979,
when he hit a first-inning single against Cardinals rookie right-hander John Fulgham at Veterans
Stadium in Philadelphia.
Rose had shared that mark for one year with Ty Cobb, who had his ninth -- and last -- 200-hit season
in 1924.
Rose was 38 years old and playing his 17th big league season. Cobb was 37 and in his 20th Major
League campaign.

MLB.com Opinion
Mike Bauman
Ichiro a singular, remarkable talent
09/24/10
Barry M. Bloom
Bloom: Core Four's future far from certain
09/23/10
Hal Bodley
Red-hot Phils want to quickly clinch NL East
09/23/10

Ichiro, who will be 37 on Oct. 22, is playing in his 10th Major League season.
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When asked if he would play until he was 50, Ichiro responded jokingly, "I don't know about 50, but
maybe 55."
Blue Jays outfielder Jose Bautista, who had a milestone day
of his own, launching his 50th blast of the season off
Mariners ace Felix Hernandez in the first inning, was elated
to be a part of Ichiro's big day.
"It's unbelievable," Bautista said. "Fortunately, I got to
witness that. He's a great hitter -- great hand-eye

ICHIRO BY THE YEARS
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Year

Hits

Avg.

2001

242

.350

The Baseball Collector

2002

208

.321

Fan Interference

2003

212

.312

2004

262

.372

Baseball Nerd

B3: Big, Bald and Beautiful

coordination. He can barrel balls in and out of the zone just
like Vladimir Guerrero does, and he's got the speed element
to go with it. He's just a great hitter. He has a nice swing. He
keeps it in the zone a lot, and the most amazing thing to me
is he actually starts running before he's done with his swing.
To have the ability to swing and run at the same time, to
me, is just amazing."
Despite amassing Hall of Fame credentials, including 2,230
career hits -- on top of another 1,278 hits in nine seasons in
Japan -- Ichiro said each at-bat is as tough as the last.

2005

206

.303

2006

224

.322

2007

238

.351

2008

213

.310

2009

225

.352

2010 *

200

.315

Career

2,230

.331

More MLBlogs »

* Statistics with 10 games remaining

"I've never experienced an easy hit before," Ichiro said. "And I've never taken it for granted."
James Hall is an associate reporter for MLB.com. This story was not subject to the approval of Major
League Baseball or its clubs.
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