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イチローが２５７安打　８４年ぶり大リー

グ最多タイ 

レンジャーズ戦の１回、左前打を放ち

シーズン２５７安打の大リーグタイ記録

をマーク、観客の声援に応えるマリナー

ズのイチロー＝セーフコ・フィールド

（共同） 

マリナーズのイチローの記録達成を期待し詰め掛けたファン＝
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１日、セーフコ・フィールド（共同） 

　米大リーグ、マリナーズのイチロー外野手は１日、シアトルでのレン

ジャーズ戦に「１番・右翼」で出場。一回の打席で先発の右腕ドリーズか

ら左前打を放ち、ジョージ・シスラーのシーズン最多２５７安打の大記録

に８４年ぶりに並んだ。新記録に向けさらに挑戦が続く。

　イチローは８月２６日に大リーグ初の新人から４季連続２００安打を達

成。９月２１、２２日に計９安打して一気にシスラーの記録にあと１０と

迫った。その後も連日安打を重ね、ビル・テリーら往年の名手の業績を

次々と超え、ついに頂点に並んだ。

　連続４季での通算安打数でも９１９とし、ビル・テリーの９１８（１９

２９－３２年）を抜く大リーグ新記録となった。

　■ヤンキース・松井秀喜外野手の話　挑戦というより、イチローさんは

いつも通りのプレーをしていただけだと思う。それで大記録に到達するの

だから、すごい。すごいのひと言しかない。

◇

　８０年以上も破られなかった大記録は、ふさわしい雰囲気と場所で並ば

れるべきだ－。ベースボールの神様の、そんなつぶやきが聞こえたのか。

地元に戻ったイチローが第１打席で応えた。

　カウント２－０からの４球目だった。右腕ドリーズの外角高め１４７キ

ロの速球をいつも通りの鋭いスイングでたたきつけると、打球は大きなバ

ウンドで三塁手の差し出したグラブを越え左前に達した。

　シスラーの子孫が見守る前で、２５７度目のヒットを示す「Ｈ」がとも

る。スコアボードに映る巨大な「２５７」の文字と同調し、満員の地元ス

タンドは揺れた。

　「残り３試合。もう、そこ（グラウンド）に立つしかない」。今季最後

の遠征が終わり、シアトルに戻る直前のイチローは何かを悟ったような口

調だった。

　２３０安打を超え、記録到達が現実味を帯び始めた９月半ばから、マリ

ナーズはプレーオフ進出を争うチームとの対戦が続いた。相手は当然のよ

うにイチローの安打を恐れ、勝負を避ける機会は急増。敬遠四球は最近の

約２週間で７を数えた。さらに、狙ったかとも思えるような死球や、際ど

い判定で安打にならなかったこともあった。そんな苦難も、この瞬間のた

めにあったのだろう。（共同）

◇

　「やったー」。イチロー選手の出身地、愛知県豊山町役場ロビーでは２

日午前、イチロー選手も所属した少年野球チームの小学生ら約５０人が、

テレビ中継でイチロー選手の活躍を見守り、記録達成に大声を上げた。
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　ロビーには大型テレビを設置。午前１１時すぎに試合が始まり、守備位

置に就くイチローが映し出されると、小学生らが「イチローだ」と拍手。

２５７安打のタイ記録を達成すると再度、拍手と歓声が沸き上がった。

　町は「年間最多安打達成おめでとう」との懸垂幕を掲げた。

　同町企画財政課の浅井昇係長は「町のみんなが記録達成を願っていた」

と話した。

◇

　≪イチロー今季の足跡≫ 

　４月６日　開幕戦で第１打席に安打（今季安打１）

　５・２１　日米通算２０００安打（６１）

　３１　通算２度目の月間５０安打（７６）

　６・１３　自己最長の４０試合連続出塁（９０）

　２６　７２試合目で１００安打到達（１０２）

　７・１０　今季初の欠場（１１７）

　２９　初の１試合５安打、今季最長２１試合連続安打（１５３）

　３１　今季２度目の月間５０安打（１５６）

　８・３　今季初の打率トップ（１６４）

　１１　通算８４１安打で新人から４年間の最多記録更新（１７９）

　１８　頭部死球で途中交代（１８９）

　２６　史上初の新人から４年連続２００安打

　２８　今季３度目の月間５０安打（２０６）

　３１　６６年ぶりの月間５６安打（２１２）

　９・２　初の月間ＭＶＰ（２１７）

　３　通算８８０安打で第二次世界大戦以降の４年間最多更新（２１８）

　１１　今季３度目の２試合連続無安打（２２９）

　１７　１９９単打の大リーグ新（２３５）

　２０　通算９００安打（２３８）

　２１　メジャータイのシーズン４度目の５安打、自己新の今季２４３安
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打

　２２　７６度目複数安打は球団新、２０日から８打数連続安打は自己最

長（２４７）

　２４　タイ・カッブを抜き年間安打歴代７位（２４９）

　２５　歴代５位の２５０安打

　１０・１　大リーグタイ記録の２５７安打

　（共同）

(10/02 11:19)

 ＭＬＢシーズン最多安打１０傑

 「米大リーグ」関連記事

 携帯速報なら「メジャースポーツＵＳＡ」 

  

  

 

・イチローが２５７安打　８４年ぶり大リーグ最多タイ(10/02 11:19)

・イチロー、地元で達成か　２５７安打へあと「１」(10/02 08:16)

・中日　２－５　広島【プロ野球】(10/01 22:33)

・西武、日ハムに打ち勝つ　パ・リーグ、プレーオフ第１戦(10/01 21:56)

・中日、５年ぶりリーグ優勝　落合監督、１年目で栄冠【プロ野

球】(10/01 21:40)

・西武　１０－７　日本ハム　パ・プレーオフ【プロ野球】(10/01 21:40)

・ヤクルト　４－６　巨人【プロ野球】(10/01 21:33)

・阪神　６－４　横浜【プロ野球】(10/01 20:58)

・村田首位、宮里藍予選落ち　日本女子オープン第２日(10/01 19:43)

・Ｐ・シーハンが単独首位　アコム・インターナショナル第２日(10/01 

19:43)

続き 続き 
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イチロー、大リーグ新の２５８安打 

レンジャーズ戦の３回、中前打を放ちシーズン２５８安打の大

リーグ新記録をマークしたマリナーズのイチロー＝１日、セー

フコ・フィールド（共同） 

レンジャーズ戦の３回、年間最多安打

新記録を達成、スタンドの歓声に手を

振って応えるマリナーズのイチロー＝

１日、セーフコ・フィールド（共同） 
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　米大リーグ、マリナーズのイチロー外野手（３０）は１日（日本時間２

日）、本拠地シアトルでのレンジャーズ戦で一回に左前打、三回に中前打

と２打席連続安打を放ち、シーズン２５８安打の大リーグ新記録をマーク

した。

　１９２０年にジョージ・シスラー（ブラウンズ）が樹立し、主要な打撃

記録の中で最も長く破られず、不滅といわれた大記録を８４年ぶりに塗り

替えた。シスラーは２５７安打に１５４試合で到達。イチローはこの日が

１５９試合目だった。マリナーズはこの日を含めて３試合を残している。

　イチローはオリックス時代の１９９４年にプロ野球最多のシーズン２１

０安打を記録しており、日米で歴代１位となった。

　イチローは２００１年から大リーグに挑戦し、１年目にア・リーグ最優

秀選手（ＭＶＰ）、新人王、首位打者、盗塁王を獲得し、全米に「ＩＣＨ

ＩＲＯ」ブームを巻き起こした。

　今季はチームが開幕から最下位に沈む中、５、７、８月と３度にわたっ

て月間５０安打以上を記録。大リーグタイ記録となる年間４度目の１試合

５安打もマークするなど、驚異的な固め打ちでヒットを量産し、タイ・

カッブ（タイガース）ら伝説の名選手を次々に抜いていった。３割７分台

の高打率を維持し、２度目の首位打者も確定的にしている。

　■ヤンキース・松井秀喜外野手の話　挑戦というより、イチローさんは

いつも通りのプレーをしていただけだと思う。それで大記録に到達するの

だから、すごい。すごいのひと言しかない。

　■ダイエー・王貞治監督の話　チームがああいう（低迷した）状態で、

集中力を保てたのがすごい。４年連続で２００安打を打ち、米国でも認め

られた選手。イチローに（記録を）抜かれるならしょうがない、という

ムードだったのでは。

　■長嶋茂雄氏の話　歴史あるメジャーリーグでも、長い間破られること
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がなかった記録が新しく書き換えられたことは本当に素晴らしい。イチ

ロー君には伝説的な記録をまだまだつくっていってもらいたい。これから

の活躍が楽しみになった。

◇

　日本人最速の日米通算２０００安打、史上初の新人から４年連続２００

安打、シーズン３度の月間５０安打、シーズン４度の１試合５安打…。今

年もレコードブックを次々と塗り替えたイチローが、８３年間誰にも破ら

れず、不滅の記録といわれたシスラーの２５７安打をついに追い抜いた。

　４月は打率２割５分５厘に終わった。最下位に沈むチームの不振を背負

う形で、地元メディアから批判的な声も出た。だが、５月に月間５０安打

を放って打率はグングン上昇し、７月も５１安打、８月には６６年ぶりの

５６安打。あまりの記録ラッシュに、大リーグの記録専門会社も集計に混

乱するなど、イチローの挑戦は米国でも大きな注目を集めた。

　シスラーが死去した１９７３年に生まれた日本の「安打製造機」は、芸

術的なスイングでヒットを重ね、伝説の仲間入りを果たした。

◇

　オリックスで「プロ野球選手」のスタートを切り、今もシーズンオフに

は自主トレをしている「第２のふるさと」神戸でも２日、イチロー選手の

偉業達成に関係者やファンが拍手を送った。

　「４打席立たせてもらえば１本は必ず打ちますよ」。オリックス選手寮

「青涛館」の元寮長、平川恵一郎さん（６５）は、一軍戦に呼ばれたイチ

ロー選手がこう宣言していたのを今も覚えている。

　「夜１１時から約２時間、１人で黙々と打ち込みや筋トレを続けてい

た」と平川さん。「そんな自信を持てるほど努力を重ねる姿勢が打ち立て

た大記録。いつかやってくれると思っていた」。天性の才能だけで成し遂

げた金字塔ではないことを強調した。

　渡米前、神戸市中央区のお好み焼き店「ひかり」にイチロー選手が顔を

出した。おかみの小林あや子さん（８８）が「調理場で一緒に記念撮影

を」と頼むと、「私は野球のプロだが料理のプロではない。おばあさんの

プロの領域を侵すことになるので中には入れない」と断り、客席で並んで

カメラに収まった。

　小林さんは「若いけどプロ意識をしっかり持っていた子だった」と感

心。「ここに来た時は細い体だったのに、すっかりたくましくなって」と

孫のようなスーパースターの活躍に目を細めた。

　オリックスを応援する神戸市長田区の内装業、田中雅久さん（３０）は

「震災の年はチームを優勝に導き、震災１０年目の今年はこの大記録。い

つもわれわれに勇気をくれる」と手放しで感激していた。

◇
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　「米国と並ぶ野球王国」（カストロ国家評議会議長）を自負するキュー

バ。イチロー外野手（３０）の大リーグ・シーズン最多安打新記録の達成

は、首都ハバナでも１日、ビッグ・ニュースとなった。

　「日本人が記録を樹立しても驚かないよ。日本はレベルの高い野球技術

を発展させているから」。運転手、ホルヘ・カブレラさん（４３）はこう

偉業をたたえた。アテネ五輪野球で金メダルを獲得したキューバを唯一、

負かしたのが日本だ。

　ライバル国出身選手の活躍に、ホルヘさんは「日本のこうした選手が

キューバにとって悩みの種でもある」とぼやいた。

　振り子打法に興味津々という技師、エドゥアルド・ロカモラさん（４

４）は「われわれキューバ人は、イチローを通じて野球選手の価値という

ものを再認識した」と絶賛。国営通信プレンサ・ラティーナの野球担当記

者、エクトル・ミランダさん（３８）は、"プロの評論家"として「イチ

ローは日米の野球の歴史に重要な１ページを開いた」と位置付けた。

◇

　≪イチロー今季の足跡≫ 

　４月６日　開幕戦で第１打席に安打（今季安打１）

　５・２１　日米通算２０００安打（６１）

　３１　通算２度目の月間５０安打（７６）

　６・１３　自己最長の４０試合連続出塁（９０）

　２６　７２試合目で１００安打到達（１０２）

　７・１０　今季初の欠場（１１７）

　２９　初の１試合５安打、今季最長２１試合連続安打（１５３）

　３１　今季２度目の月間５０安打（１５６）

　８・３　今季初の打率トップ（１６４）

　１１　通算８４１安打で新人から４年間の最多記録更新（１７９）

　１８　頭部死球で途中交代（１８９）

　２６　史上初の新人から４年連続２００安打

　２８　今季３度目の月間５０安打（２０６）

　３１　６６年ぶりの月間５６安打（２１２）

　９・２　初の月間ＭＶＰ（２１７）
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　３　通算８８０安打で第二次世界大戦以降の４年間最多更新（２１８）

　１１　今季３度目の２試合連続無安打（２２９）

　１７　１９９単打の大リーグ新（２３５）

　２０　通算９００安打（２３８）

　２１　メジャータイのシーズン４度目の５安打、自己新の今季２４３安

打

　２２　７６度目複数安打は球団新、２０日から８打数連続安打は自己最

長（２４７）

　２４　タイ・カッブを抜き年間安打歴代７位（２４９）

　２５　歴代５位の２５０安打

　１０・１　大リーグ新記録の２５８安打

　（共同）

(10/02 11:54)

 ＭＬＢシーズン最多安打１０傑

 「米大リーグ」関連記事

 携帯速報なら「メジャースポーツＵＳＡ」 (10/02 11:54)

  

  

 

・イチロー、大リーグ新の２５８安打(10/02 11:54)

・松井秀、１打席のみ　米大リーグ(10/02 11:33)

・イチローが２５７安打　８４年ぶり大リーグ最多タイ(10/02 11:19)

・イチロー、地元で達成か　２５７安打へあと「１」(10/02 08:16)

・中日　２－５　広島【プロ野球】(10/01 22:33)

・西武、日ハムに打ち勝つ　パ・リーグ、プレーオフ第１戦(10/01 21:56)

・中日、５年ぶりリーグ優勝　落合監督、１年目で栄冠【プロ野

球】(10/01 21:40)

・西武　１０－７　日本ハム　パ・プレーオフ【プロ野球】(10/01 21:40)

・ヤクルト　４－６　巨人【プロ野球】(10/01 21:33)

・阪神　６－４　横浜【プロ野球】(10/01 20:58)

続き 続き 
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イチロー、２５９安打　最多記録さらに伸

ばす　米大リーグ 

レンジャーズ戦で大リーグ最多安打の新記録を達成したマリ

ナーズのイチロー選手に、声援を送るファン＝１日、セーフコ

・フィールド（共同） 

レンジャーズ戦の６回、遊撃内野安打を放ちシーズ

ン最多記録を２５９安打に伸ばしたマリナーズのイ

チロー＝セーフコ・フィールド（共同） 
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年間最多の２５８安打を達成し、これまでの記録保持者ジョー

ジ・シスラー氏の長女フランシス・ドラックルマンさん（右）

から祝福を受けるマリナーズのイチロー選手＝１日、セーフコ

・フィールド（ＡＰ） 

大リーグ年間最多安打の新記録を達成したマリナーズのイ

チロー選手をたたえる電光掲示板＝１日、セーフコ・

フィールド（共同） 

　米大リーグ、マリナーズのイチロー外野手は１日、シアトルでのレン

ジャーズ戦に「１番・右翼」で出場。先発の右腕ドリーズから一回に左前

打したのに続いて三回の第２打席でも中前打を放って２５８安打とし、

ジョージ・シスラーのシーズン最多２５７安打を一気に抜き去り８４年ぶ

りに大リーグ記録を書き換えた。

　六回にも遊撃内野安打し２５９安打に伸ばした。１試合３安打以上は今

季３４度目。３６個目の盗塁、４年連続１００得点もマークした。三回の

２度目と、八回の打席は凡退し５打数３安打で打率は３割７分３厘。マリ

ナーズは８－３で勝った。
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　イチローは８月２６日に大リーグ初の新人から４季連続２００安打を達

成。９月２１、２２日に計９安打して一気にシスラーの記録にあと１０と

迫った。その後も連日安打を重ね、往年の名手の業績を次々と超え、つい

に頂点に立った。

◇

　■マリナーズ・イチロー外野手の話　ちょっと言葉にはできない。自分

の野球人生の中で最高の瞬間でした。（前日の）オークランドの最後の打

席で打てなかった時はすごく悔しかったけど、（本拠地で新記録を樹立

し）オークランドで達成できなくてよかったなと思ってしまう。

　■ヤンキース・松井秀喜外野手の話　挑戦というより、イチローさんは

いつも通りのプレーをしていただけだと思う。それで大記録に到達するの

だから、すごい。すごいのひと言しかない。

　■ダイエー・王貞治監督の話　チームがああいう（低迷した）状態で、

集中力を保てたのがすごい。４年連続で２００安打を打ち、米国でも認め

られた選手。イチローに（記録を）抜かれるならしょうがない、という

ムードだったのでは。

　■長嶋茂雄氏の話　歴史あるメジャーリーグでも、長い間破られること

がなかった記録が新しく書き換えられたことは本当に素晴らしい。イチ

ロー君には伝説的な記録をまだまだつくっていってもらいたい。これから

の活躍が楽しみになった。

◇

　≪不滅の記録破る≫ 

　日本人最速の日米通算２０００安打、史上初の新人から４年連続２００

安打、シーズン３度の月間５０安打、シーズン４度の１試合５安打…。今

年もレコードブックを次々と塗り替えたイチローが、８３年間誰にも破ら

れず、不滅の記録といわれたシスラーの２５７安打をついに追い抜いた。

　４月は打率２割５分５厘に終わった。最下位に沈むチームの不振を背負

う形で、地元メディアから批判的な声も出た。だが、５月に月間５０安打

を放って打率はグングン上昇し、７月も５１安打、８月には６６年ぶりの

５６安打。あまりの記録ラッシュに、大リーグの記録専門会社も集計に混

乱するなど、イチローの挑戦は米国でも大きな注目を集めた。

　シスラーが死去した１９７３年に生まれた日本の「安打製造機」は、芸

術的なスイングでヒットを重ね、伝説の仲間入りを果たした。

　≪「第２のふるさと」神戸も喝采≫ 

　オリックスで「プロ野球選手」のスタートを切り、今もシーズンオフに

は自主トレをしている「第２のふるさと」神戸でも２日、イチロー選手の

偉業達成に関係者やファンが拍手を送った。
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　「４打席立たせてもらえば１本は必ず打ちますよ」。オリックス選手寮

「青涛館」の元寮長、平川恵一郎さん（６５）は、一軍戦に呼ばれたイチ

ロー選手がこう宣言していたのを今も覚えている。

　「夜１１時から約２時間、１人で黙々と打ち込みや筋トレを続けてい

た」と平川さん。「そんな自信を持てるほど努力を重ねる姿勢が打ち立て

た大記録。いつかやってくれると思っていた」。天性の才能だけで成し遂

げた金字塔ではないことを強調した。

　渡米前、神戸市中央区のお好み焼き店「ひかり」にイチロー選手が顔を

出した。おかみの小林あや子さん（８８）が「調理場で一緒に記念撮影

を」と頼むと、「私は野球のプロだが料理のプロではない。おばあさんの

プロの領域を侵すことになるので中には入れない」と断り、客席で並んで

カメラに収まった。

　小林さんは「若いけどプロ意識をしっかり持っていた子だった」と感

心。「ここに来た時は細い体だったのに、すっかりたくましくなって」と

孫のようなスーパースターの活躍に目を細めた。

　オリックスを応援する神戸市長田区の内装業、田中雅久さん（３０）は

「震災の年はチームを優勝に導き、震災１０年目の今年はこの大記録。い

つもわれわれに勇気をくれる」と手放しで感激していた。

　≪“先輩”に子どもら大歓声≫ 

　「やったー、すごい！」。イチロー選手の出身地、愛知県豊山町役場ロ

ビーでは２日午前、少年野球チームの小学生ら約７０人が大型スクリーン

で試合を観戦。第１打席で年間最多安打に並び、第２打席で新記録達成と

いう快挙に大きな歓声が上がった。

　同町の少年野球チームにはかつてイチロー選手も所属。一回裏、打席に

あこがれの先輩が登場すると、子どもたちは「イチロー、イチロー」の大

合唱。レフト前ヒットを放つと万歳三唱が起こり、町は「年間最多安打達

成おめでとう」との懸垂幕を掲げた。

　２打席目で早くも新記録が出ると、町民はハイタッチや握手を交わして

喜び合った。

　イチローが所属していた当時、少年野球チームの監督だった川村武さん

（６４）は「すごいねぇ。たいしたもんだ」。チームの主将、安藤直矢君

（１２）は「１日でタイ記録も新記録も作るなんてすごい」と偉業に驚い

ていた。

　≪野球王国キューバでも絶賛≫ 

　「米国と並ぶ野球王国」（カストロ国家評議会議長）を自負するキュー

バ。イチロー外野手（３０）の大リーグ・シーズン最多安打新記録の達成

は、首都ハバナでも１日、ビッグ・ニュースとなった。

　「日本人が記録を樹立しても驚かないよ。日本はレベルの高い野球技術
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を発展させているから」。運転手、ホルヘ・カブレラさん（４３）はこう

偉業をたたえた。アテネ五輪野球で金メダルを獲得したキューバを唯一、

負かしたのが日本だ。

　ライバル国出身選手の活躍に、ホルヘさんは「日本のこうした選手が

キューバにとって悩みの種でもある」とぼやいた。

　振り子打法に興味津々という技師、エドゥアルド・ロカモラさん（４

４）は「われわれキューバ人は、イチローを通じて野球選手の価値という

ものを再認識した」と絶賛。国営通信プレンサ・ラティーナの野球担当記

者、エクトル・ミランダさん（３８）は、"プロの評論家"として「イチ

ローは日米の野球の歴史に重要な１ページを開いた」と位置付けた。

　≪韓国でも大反響≫ 

　米大リーグでのイチロー外野手（マリナーズ）のシーズン最多安打新記

録について、韓国では２日、通信社の聯合ニュースが速報で記録達成を伝

えるなど大きな反響を呼んだ。

　普段は米大リーグの韓国選手が出場する試合を中心に放送するスポーツ

専門ケーブルテレビも、この日はイチロー選手の試合を生中継。新記録達

成に解説者は「本当にすごい選手だ」とたたえた。

　スポーツ紙各紙も記録達成を前に連日、イチロー選手の成績を紹介。ス

ポーツ韓国は２日付で「週末に８４年の伝説が破られる」と題した１ペー

ジの「イチロー特集」を掲載。「試合開始５時間前から入念に準備する」

などの自己管理を紹介し「天才の陰には努力がある」と分析した。

◇

　≪イチロー今季の足跡≫ 

　・４月６日　開幕戦で第１打席に安打（今季安打１）

　・５月２１日　日米通算２０００安打（６１）

　・３１日　通算２度目の月間５０安打（７６）

　・６月１３日　自己最長の４０試合連続出塁（９０）

　・２６日　７２試合目で１００安打到達（１０２）

　・７月１０日　今季初の欠場（１１７）

　・２９日　初の１試合５安打、今季最長２１試合連続安打（１５３）

　・３１日　今季２度目の月間５０安打（１５６）

　・８月３日　今季初の打率トップ（１６４）

　・１１日　通算８４１安打で新人から４年間の最多記録更新（１７９）

　・１８日　頭部死球で途中交代（１８９）

　・２６日　史上初の新人から４年連続２００安打

　・２８日　今季３度目の月間５０安打（２０６）

　・３１日　６６年ぶりの月間５６安打（２１２）

　・９月２日　初の月間ＭＶＰ（２１７）

　・３日　通算８８０安打で第二次世界大戦以降の４年間最多更新（２１

８）
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　・１１日　今季３度目の２試合連続無安打（２２９）

　・１７日　１９９単打の大リーグ新（２３５）

　・２０日　通算９００安打（２３８）

　・２１日　メジャータイのシーズン４度目の５安打、自己新の今季２４

３安打

　・２２日　７６度目複数安打は球団新、２０日から８打数連続安打は自

己最長（２４７）

　・２４日　タイ・カッブを抜き年間安打歴代７位（２４９）

　・２５日　歴代５位の２５０安打

　・１０月１日　大リーグ新記録の２５９安打

　（共同）

(10/02 14:17)

 ＭＬＢシーズン最多安打１０傑

 「米大リーグ」関連記事

 携帯速報なら「メジャースポーツＵＳＡ」 (10/02 14:17)

(10/02 14:17)

  

  

 

・イチロー、２５９安打　最多記録さらに伸ばす　米大リーグ(10/02 

14:17)
・松井稼、二塁もＯＫ　米大リーグ(10/02 12:17)

・イチロー、大リーグ新の２５８安打(10/02 11:54)

・松井秀、１打席のみ　米大リーグ(10/02 11:33)

・イチローが２５７安打　８４年ぶり大リーグ最多タイ(10/02 11:19)

・イチロー、地元で達成か　２５７安打へあと「１」(10/02 08:16)

・中日　２－５　広島【プロ野球】(10/01 22:33)

・西武、日ハムに打ち勝つ　パ・リーグ、プレーオフ第１戦(10/01 21:56)

・中日、５年ぶりリーグ優勝　落合監督、１年目で栄冠【プロ野

球】(10/01 21:40)

・西武　１０－７　日本ハム　パ・プレーオフ【プロ野球】(10/01 21:40)

続き 続き 
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