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古川哲朗

Tetsurou Furukawa

﹁これまでは一人のファンとして野球部を応
援する立場で︑とにかく勝ってほしいという
思いだけでした︒それが野球部長となり︑野
球部 とグループを繋 ぐ役割 を担っていると
思っているので︑私自身にも勝つためにチー
ムを盛り上げていかなければいけないという
使命感が生まれました︒プロ野球選手も誕生
するようになり︑野球部に対するグループ社
員の見方もずいぶんと変わってきています︒
毎年のようにドラフト指名を受けるような選
手 が出て︑さらにチームは強くなっていく︒
そんな魅力があり︑今は野球にあまり興味が
ない方も巻き込んでいけるようなチームとな
ればいいと思います﹂
︱︱グループ会社における野球部の存在意義
をどのように感じていますか？
﹁野球部の活動が︑グループ会社が一つにま
とまるきっかけになると思います︒私の幼少
期は﹃巨人︑大鵬︑卵焼き﹄という言葉があ
り︑子供たちはみな空き地で野球を楽しむ時

野球部の勝利が、
グループにより一体感をもたらす
︱︱昨年秋に部長に就任されました︒
﹁就任後の東京都企業秋季大会で初めてベン
チから試合を見ましたが︑スタンドから見る
光景とは違い緊張感があって興奮しました﹂
︱︱ベンチ入りをして一番感じたことは？
﹁もっと感情をむき出しにして戦ってほしい︒
どの大会でも常に勝ちにこだわって戦ってほ
しいという思いはありました﹂
︱︱野球部 という存在 がより身近 なものに
なったからこその叱咤激励ですね︒

西詰嘉明
分自身の心を磨かなければいけない﹂とも話
す︒それは︑創部８年目を迎えたチームの今
シーズン掲げたスローガンにも通ずるものだ︒
﹃心を磨け！ 技を研け ﹄
スローガンに込められた思いをこう語る︒
﹁昨年のシーズンが終わった後に︑中山︵圭
史︶野球部顧問からありがたい言葉をいただ
きました︒
﹃目の前にあるものを磨きなさい︒
磨けるものを磨きなさい﹄と︒その言葉の意
味を考え︑私なりに解釈して今年のスローガ
ンを決めました︒あえて﹃みがけ﹄の漢字を
変えましたが︑心は芯の部分に本当の逞しさ
と輝きをもたらすために﹃磨け﹄
︑技はそれぞ
れが研究しながら研ぎ澄ましていってほしい
という意味で﹃研け﹄という字を使いました︒
今年は︑目の前にあるものを一つずつ〝みが
いて〟いこうと思っています﹂
さらに指揮官が続ける︒
﹁昨年は勝負所での決定力の確率 が低過 ぎ
ました︒その力をコンスタントに出すためにも︑
日頃の練習から緊張感を持って取り組むこと
が大切だと思います﹂
今年 の練習初日︑西詰監督 は選手 たちに
言った︒
﹁大事なところで決められる強さ︒たとえば
攻撃なら決定打の確率を上げる︒投手ならこ
こぞというところで抑える︒試合のターニン
グポイントをそれぞれが感じ︑そこで力を発
揮してこそ勝利を掴める︒そのためにも日頃
から緊張感を持って練習をしよう﹂
!!

代でした︒私自身も野球に興味があり︑プロ
野球は憧れの存在でした︒そういう意味でも︑
野球は﹃テレビで観るもの﹄だと思っていま
した︒でも︑こうして野球 が身近になり︑わ
が社のチームを実際にスタンドで応援するよ
うになって︑野球の魅力をさらに感じていま
す︒グラウンドだけではなくスタンドも一体
になって熱くなれるのが野球︒それこそが野
球部の存在意義だと思っています︒逆転満塁
ホームランが生まれて勝利した昨年の都市対
抗本大会初戦のように︑みんなが感動する試
合をこれからもっと見せていきたいですね﹂
︱︱今シーズン︑チームに期待するものは？
﹁これまで以上に勝ちにこだわってほしい︒
都市対抗 では本大会出場 はもちろん︑東京
ドームでも結果を出してほしい︒まずはこれ
まで跳ね返されてきた２回戦の壁を突破して
ほしい︒十分にその実力はあると思っていま
す︒結果としてチームが勝利し︑グループ全
体が盛り上がっていければと思います﹂

チームに新たな風を吹き込み
本大会での躍進を目指す
選手一人ひとりの強さを引き出すために︑
今年は環境の変化を求めた︒今年から乗替寿

緊張感を常に持ち、
心と技をみがき上げる
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監督として迎える３年目のシーズン︒西詰
嘉明監督は︑これまでの自分に問いかける︒
昨年は２年連続で都市対抗本大会の出場
を勝ち取った︒だが︑東京ドームでは２回戦
で敗退︒創部以来︑まだ見ぬ３回戦の舞台に
辿り着くことができなかった︒秋の日本選手
権では関東二次予選で敗れて本大会出場を逃
す︒都市対抗本大会に導くという使命は果た
せたものの︑年間を通じては不本意なシーズ
ンとなった︒
﹁都市対抗本大会の成績を考えれば︑決して
満足はできない︒もちろん︑選手たちもそう
思ってくれているはずです︒昨年は︑シーズ
ンを通して見ればチーム全体の一体感が薄れ
ていたような気がします︒また︑心の余裕が
なかった︒それは私自身にも言えることです︒
だからこそ︑今年はいい意味で私自身が心の
余裕を持ちたいと思っています︒選手は指揮
官を常に見ているもの︒指揮官がどっしりと
構えていないとチームは勝てませんからね﹂
心に余裕を持たせるためにも︑まずは﹁自

新部長の新たな決意

うことに気 づき成長して欲しかった︒今年の
春季キャンプにはそういう狙いもありました﹂
シーズンが始まり︑新たな試みは成果とし
て表れている︒今シーズン初の公式戦となっ
た東京都企業春季大会をチーム一丸となって
優勝という形で勝ち取った︒創部以来初の春
季大会制覇だ︒過去２年間で積み重ねてきた
ものに加え︑新たな取り組みに着手して進化
しようとする姿勢が結果につながった︒指揮
官は改めて思う︒
﹁昨年までの７年間の伝統を引き継ぎながら
より緊張感を持った試合をしていきたい﹂
慢心ではない心の余裕を持ち︑大一番で最
大限のパフォーマンスを見せる︒そして︑東
京ドームで︑これまでにない大きな飛躍を遂
げ︑セガサミー野球部の新たな歴史を創りあ
げていく︒
今シーズン︑西詰監督の目にはその青写真
がはっきりと映っている︒

２年連続でチームを都市対抗本大会に導く中、
監督就任３年目を迎えた指揮官。
今シーズンに懸けるその思いとは──

グラウンドとスタンドに生まれる一体感。
それこそが野球部が果たす役割の一つだと古川部長は言う。
新部長の今シーズンに懸ける思いは熱い。

朗が主将を務める︒その存在が﹁チームの雰
囲気を変えている﹂と西詰監督は言う︒
﹁乗替が熱い気持ちでチームを引っ張る中︑
練習や試合の前に行なうウォーミングアップ
の姿を見ても︑チーム全体に活気がある︒そ
れぞれの声に張りやキレがある︒また︑今年
から副主将は安井︵正也︶が務めていますが︑
副主将は乗替自身に選ばせました︒より近い
存在として︑密に会話ができる人間がいいだ
ろうと思って︒それは野球部として初の試み
です﹂
また︑今年の春季キャンプは︑初めて八王
子野球場で行なった︒そこにはこんな狙いも
あった︒
﹁気候も含めていろんな条件 が整っている宮
崎キャンプでは様々なメリットはあります︒た
だ︑寒さも残る２月の八王子でやることで︑
昨年足りなかった精神的な強さを磨き︑これ
までの整えられたキャンプが恵まれていたとい

［新野球部長インタビュー］
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スローガンに
込められた思い

［監督インタビュー］

Yoshiaki Nishizume

細みな体躯からは想像できないような
１５０キロに迫 るストレートは威力 があ
る。打者や状況を見ながら絶妙な力の出
し入 れができるクレバーさもある。ウイ
ニングショットには、切 れ味鋭いスライ
ダーとフォーク。たとえ球種 がわかって
いても、打者 のバットはおもしろいよう
に空を切る。愛知学院大時代から注目さ
れ続 けてきた右 腕 の球 質 は、社 会人 に
なってさらに磨きがかかった。
投手出身でもある西詰嘉明監督は、浦
野 の成長 に目 を細 め、昨年以上 に大 き
な期待を寄せる。
「今 は練習 も含 めて気持 ち的 に余裕

エースの
進化
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野博司を語るチームメイトは、
「芯の部分では、本当の負け
ず嫌い」と異口同音に彼を評
する。
浦野自身の言葉からも、その資質は伺
える。たとえば、春先 のJABA主要大
会 から頭角 を現 し、信頼 を得 た都市対
抗 では東京都二次予選 と本大会 を合 わ
せて計５試合で先発 した１年目。エース
の風格さえ漂わせたその昨シーズンを振
り返 りながら、浦 野 は２年 目 となる今
シーズンの目標をこう語る。
「昨年の入社当初は『社会人で通用する
のか』と不安 な部分 もありました。でも、
公式戦初勝利となった京都大会のヤマハ
戦で手ごたえを掴んで、その後も経験を
積ませていただく中で結果を出していっ
た感じです。今年は、個人的にも勝負の
年 になると思っています。２年目は、そ
う簡単には勝たせてもらえないだろうし、
抑 えさせてくれないと思います。でも、
その中で１段でも２段でもレベルを上げ
て、昨年以上の結果を出していきたいと
思っています。まずは、東京都 で一番 の
投手になるぐらいの意識 を持ってやりた
いし、そうならなければいけないと思っ
ています」
ポーカーフェイスの奥底に潜 む、もう
一つの顔。誰かの背中 を追 うのではなく、
自らが頂 となってマウンドを支配したい。
打者と対峙する浦野は、常にそういう自
分を追い求めている。

２年連続で都市対抗本大会に出場。
創部８年目を迎え、
チームは確実に戦う力を高め続けている。
更なる進化を遂げ、
より大きく飛躍するために
エース、
主力、
コーチなどそれぞれの役割を果たす６人が自らに課すものとは？

ルーキーイヤーの反省と
２年目の課題

浦
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を持 ちながらやっているように見 えます。
今年も先発の柱として、たとえば５試合
あったら３試合で先発、残りの２試合は
抑えと、フル稼働で投 げるぐらいの気持
ちでやってほしい」
まさにフル稼働 となった昨シーズンは、
浦野にとって「大きな経験をさせてもら
い、自信 になった一年」だった。一方 で、
７回途中まで無失点と先発としては及第
点とも言えた昨年の都市対抗本大会１回
戦、日本通運戦のマウンドを浦野は反省
する。
「自分としては全然納得していません。
序盤は緊張もあって思うように投げられ
なかった。ストレートのコントロールは
よ く な か っ た で す し、 ス ラ イ ダ ー や
フォークも予選に比 べればよくなかった
と思います」
投手というのは「１点でも与えたくな
い」と思 う気質 があるものだ。根っから
の負けず嫌いで「いつも完投 することを
考えて投 げている」とも語る浦野は、わ
ずかなミスすら許さない。

より高みを目指し、
自らにかける強いプレッシャー
今シーズンは、昨年以上に期待されて
いることは知っている。ドラフト候補 と
も呼ばれ、周囲から向けられる視線が熱
さを増しているのは感じている。
だが、浦野はきっぱりと言う。
「今年はこれまで以上に自分に対してプ
レッシャーをかけているので、周 りから
何を言われてもまったく気になりません。
精度の高いストレートがあってこそ変化
球が生きてくると思うので、今年はもう
一度ストレートを見直 し、その質 を高 め
ていきたい」
慢心はない。自らの可能性に期待し、
そのための努力 を惜しまない。さらに言
葉を加える。
「都市対抗予選では第一代表を獲りたい。
そして、昨年は勝 ち星がつかなかった都
市対抗本大会で、今年こそは先発して完
投勝利を手にしたいですね」
エースの自覚――。進化を続ける浦野
の今シーズンに懸 ける思いは、ピッチン
グ同様に高みへ向かっている。
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1989年7月22日生まれ。静岡県出身。
178ｃｍ、70kg。右投右打。浜松工高→愛知学院大

１年目の昨年は、富山大会で敢闘賞、都市対抗東京都二次予選で
優秀賞に選ばれるなど大きな実績を残した。最速１５１キロを誇り、
スライダーとフォークが持ち味の右腕は、今年もエースとして期待されている。
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昨

存在感

年 から「ハマっている」ゴルフ
では、ドライバーを使 わずにア
イアンで刻む。
職人気質の彼らしい。
宮之原裕樹は、自分というものをよく
知っている。
「社会人野球 に対 する憧 れ
は誰 よりもあった」という宮之原は、入
社以来、自身の生きる道を模索しながら
野球人としての技量を高めてきた。
「若い頃は、都市対抗の映像などを見な
がら、野球のことばかり考 えていました
ね。プロに行 ける器でもなかったですし、
社会人野球を極めたいと思っていた」
野球を題材にした一冊の本との出会い
は大きかった。守備力を買われて入団し
たあるプロ野球選手が、試合の後半に守
備 固 めで出 場 し、たまたまその試 合 で
ヒットを打つ。それを機 にレギュラーの
座を射止めて息の長い選手になっていっ
たという内容が書かれていた。
「その状況が自分自身とかぶりましたね。
自分は、まず守備と走塁を極めようと思
いました。また、必 ず一人一つは『これ
をやればチームの雰囲気 が変 わる』とい
うものを持っていると思う。僕の場合は、
塁に出れば得点につながるというものが
あった。だから、出 塁 を極 めよう とも
思った。それらができれば、息の長い選
手になると思ってやってきました」
プレイヤーとしてはもちろんだが、宮
之原は徐々に精神的な支柱としてチーム
にとって欠かせない存在になっていった。

変化してきた
勝つための考え方
２年前の入社５年目。グラウンドに立
つ宮之原の姿が明らかに変わった。
「それまでは気遣いもしていましたが、
ちょうどその頃、試合に出る立場として
責任感が芽生えてきた。どちらかと言う
と、まとまって行動 するのが苦手 で一匹
狼のタイプですが、意図的に周りに声を
かけて行動するようになりました」
その大切さを気 づかせてくれた出来事
もあった。当時の所属部署の上司がミー
ティングで話した言葉が胸に響いた。
「目標を達成するには自分一人ではなく、
周りを巻き込んで達成したほうがいい」
その言葉をすぐにノートに書き込んだ。

強
烈な打球が飛んでくることから、
俗 に「ホットコーナー」と呼 ば
れる場所が今、谷澤恭平の居場
所 だ。サードに転向したのは入社４年目
の昨年。それは、谷澤にとって新 たな挑
戦の幕開けだった。
「昨年 は他 の内野手 と同 じ次元 で守 れ
ていなかったので、シーズンを通 して守
備への意識を強く持ってプレーしました」
公式戦では無失策。それでも、記録に
は残 らない「見 えないエラーがあった」
と、谷澤は昨シーズンの守備を振り返る。
もともとは強肩強打の捕手だった。１年
目の都市対抗本大会でスタメンマスクも
経験するなど、２０１１年の３年目まで
マスクをかぶり、捕手 として期待 された。
だが、昨年。持ち前の打力をさらに生か
すために、チームは谷澤 のサードへのコ
ンバートを決断 した。サードは、近大附
属高校時代に経験したことがあったが、
本格的に守るのは初めてだった。
「もともとサードとしての技術 がなかっ
たので、不安 というよりも、とにかくや
るしかないと思ってプレーしました。そ
れがすごく新鮮で、試合にも多く出場す
ることができて、より野球 が楽 しいと思
えた一年でした」

背番号「 」に
込められた期待
オープン戦 も含め、谷澤は「シーズン
を通してワクワク感を持ちながらプレー
できた」とも語る。だが、期待 された打
撃について訊ねると、少しだけ渋い表情
を見せる。
「公式戦での打率は２割４分７厘。オー
プン戦 を含めても２割５分 ぐらいで、結
果 を残 すことができませんでした。チー
ムが求 めている以上のものは出せなかっ
たと思います。つなぐバッティングを意
識する中で、長打も少なかった」
本塁打はオープン戦での１本のみ。公
式戦では記録することができなかった。
「どちらかと言えば、持ち味は右方向へ
の打球 だと思っています。その中 で、今
年はプラスアルファで右へも左へも長打
が打てるようにしたい。基本の形は変え
ずに、バッティングの幅 を広 げていけれ
ばと思っています」
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「野球にも通じる言葉だと思いましたね。
刺激を受けたし、その後の行動にものす
ごくプラスになりました。自分自身の考
えが変わった瞬間でもありました」
昨年は、それまでの５年間に比べて明
らかに出場機会が減った。それでも重ね
た年と比例して、野球人、そして人間と
して視野が広がってきた宮之原に悲壮感
はない。逆に、求められている役割は何
かを強く意識できるようになった。
「一昨年までの都市対抗本大会でスタメ
ンで出たのは入社１年目と、補強選手が
ケガをした２年目だけでした。４度の本
大会で２度も補強選手にスタメンの座を
奪われました。当時は正直、その現状を
受け入れられなかった。
『なぜだ』という
思いはありました。でも今 は違います。
補強選手の意味合いもすごくわかるし、
チームのこともより理解できる」

強く意識するようになった
自分に求められる役割
そんな中、大一番 ではプレイヤーとし
て輝いた。スタメン出場を果たした昨年
の都市対抗本大会では、日本通運との初
戦で２安打。８回裏には逆転満塁本塁打
の呼 び水となる絶妙 なセーフティーバン
トを決めてスタンドを沸かせた。
「日本通運戦のヒットは、本大会での初
ヒットで し た。６ 年 かけ て やっと一塁
ベースを踏みました」
宮之原はそう言って苦笑いを浮かべる。
７年目を迎えた今シーズン。その存在
はより大きなものになっている。
「これまでチームは変化 してきました。
有望な選手が入るようになってきて、よ
り強 さを追求できるようになった。プロ
野球選手も輩出するようになった。そん
な中、今年は昨年まで打線の核を担った
宮﨑（敏郎）と赤堀（大智）が抜け、攻
撃面がどうなるのかという不安はありま
す。予選の厳 しさを知っているだけに、
正直、怖さはあります。でも僕らは前を
見 て戦 うしかない。チームが勝つために
何 ができるかをこれまで以上に考 えて、
今年も戦い続けます」
宮之原は今、紛れもなくチームの中心
に立っている。

守備への不安 がなくなった今シーズン
は、
「バッティングに集中して練習ができ
ている」といい、自信を覗かせる。
チームの期待は大きい。背番号変更も、
その一つの表 れ だ。昨 シーズンまでの
『 』に別 れを告 げ、谷澤 は今シーズン
から背番号『 』をつける。
セガサミーの『 』は、これまで攻撃
の軸となる選手がつけてきた番号だ。か
つては、創部年からチームの中心 を担っ
た久保穣（昨年限 りで勇退）
、現在 はプ
ロでプレーする宮﨑祐樹 （オリックス）
と赤堀大智（横浜DeNA）が背負った。
言わば出世番号であるその番号を、谷
澤は継承した。
「最初は自分 がつけていいのかなという
思いはありました。もともと背番号には
欲 がなかったので、そのまま 番でもよ
かったのですが、良 い番 号 を与 えても
らったことで緊張感と責任感を持ってプ
レーし ていま す。背 番 号『 』に は、
チームの期待が込められていると思うの
で、それに応えられるように頑張りたい」

プレッシャーを、自身 の「やりがいに
転換していきたい」とも話す谷澤は、今
シーズンの目標をこう語る。
「今年はバッティングにおける波 を作ら
ないようにシーズンを通して結果を出し
たい。いい意味で今年は気持ちに余裕が
あるので昨年以上にバッティングに集中
して、一年 間 同 じ練 習 量 でしっかりと
バットを振っていきたい。昨年 まで攻撃
の軸 となっていた宮﨑（敏郎）と赤堀 が
抜けた穴を埋められるように、数字的に
は打率３割 を目指し、打点はチームで一
番になれるように頑張 りたい。チームの
勝利 を一番に考 えながらプレーしたいと
思います。その中で、昨年と同じように
ワクワク感を持ち続けてやりたいですね」
今シーズンもクリーンナップを担 う谷
澤には「勝負所での決定打」が求められ
ている。今春の東京都企業春季大会。谷
澤は、JR東日本との準決勝で試合を決
めるサヨナラ打を放った。
そこには、昨年とは違う谷澤がいた。

求められるのは
「勝負所での決定打」

10
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入社以来3年間は捕手として活躍。
１年目の都市対抗では本大会でスタメン出場を果たす。
４年目の昨年からは持ち前の打撃を生かすためにサードにコンバートされ、
今年もクリーンナップを担う。
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1984年7月6日生まれ。鹿児島県出身。
172cm、74kg。右投右打。平塚学園高→東海大
1987年2月14日生まれ。大阪府出身。
171cｍ、75kg。右投右打。近大附高→佛教大
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［内 野 手］

谷澤恭平
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創部２年目に入社後、数々の好守でチームを勝利に導いてきた内野手。
６年目の昨年は、都市対抗本大会初ヒットを記録。円熟期を迎えたいぶし銀は
今シーズン、遊撃手としてチームを牽引する。
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［内 野 手］

宮之原裕樹
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継承と
飛躍
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だが、心 が満 たされることはなかった。
自身の結果よりもチームの敗北を心底悔
しがり、１点差で敗れた現実をこう受け
止めた。
「１点差の試合 を振り返って、みんなは
力の差はそんなにないと言いますけど、
逆 に僕 は相 手（JX ENEOS）の強
さを感じました。１点差だろうが勝たせ
てくれない。相手には、勝ち切る強さが
ある。勝負所では絶対に勝たせてくれな
いんです。僕 らにはない本 当 の強 さを
持っていると感じました」
ハートの強さは、チームで一、
二番を争
う。勝利への執着心は人一倍 ある。だか
らこそ、
「もっと強 くなりたい」
。敵 の強
さを真っ向から受け止め、そして認め、
さらにその上を本気で目指す。それが、

生
々しい言葉が、痛みの重さを物
語る。
「肩が飛んでいきそうでした」
川端裕也は、苦しみと戦い続けた一昨
年を、言葉を噛みしめて思い浮かべる。
入社後に患ったヘルニアの持病を抱 え
ながらも常にチームの主力としてグラウ
ンドに立ってきた。そんな中、５年目 の
シーズンとなった２０１１年。川端 は、
野球人生最大の苦痛を味わった。
「ボールが投げられない……」
長年の酷使から骨が剥がれてしまった
右肩が悲鳴を上げた。自分のプレーがで
きない。その歯がゆさで自信 を失い、我
を忘れそうになった時期 もあった。シー
ズン中は指名打者として試合に出る機会
もあったが、常に心の片隅には不安がこ
びりついていた。
「２年前 が一番辛かったですね。守備に
はつけず、辛 かった……。結局、その年
の 月に剥がれた右肩の骨を除去する内
視鏡手術を受けました」

ケガを乗り越え、
大一番で見せた勝負強さ

不退転

N

N

昨
年の都市対抗東京都二次予選で、
安井正也は初めての経験をした。
「第一代表決定戦からの連敗で、
胃に穴が開きそうでした。予選の期間中
に体重が キロまで落 ちました。 キロ
台は社会人になってから初めての経験。
それだけ、しんどかったですね」
一度は勝った明治安田生命に、第二代
表決定戦では敗れた。
「完全に受け身になっていました。短期
決戦で受け身になったら負けるというこ
とを痛感しました。結局、まだまだ僕ら
には地力がないということなんです」
厳しい言葉の裏に、チームの牽引者と
しての責任感と熱い魂を感じる。
今年で入社６年目を迎えた安井は、こ
れまでのシーズンをこう振り返る。
「個人的に言えば、入社以来３年目まで
はほとんど活躍もできずに苦しい時期が
続 きました。でも、その苦 しさが今、生
きていると思います。４年目からやっと
結果 もついてきて、やっとチームの戦力
として形になってきたとは思います」
昨年の都市対抗本大会では『８番・左
翼 手 』としてスタメンに名 を連 ねた。
JX ENEOSとの２回 戦 では、２点
を追う５回裏に１点差に詰め寄る適時二
塁打を左翼線に放った。勝負強い打撃こ
そが、安井の真骨頂だ。
70

強い勝利への執着心を持ち
今夏も代表権を奪う

78

手術の影響から、昨シーズンも右肩の
状態 は万全 ではなかった。ユニフォーム
を脱がなければいけない覚悟を持ちなが
らプレーし続けた。
「腰痛や右肩痛とうまく付き合いながら
プレーしていました。ある 意 味、開 き
直っていた部分はあります」
本来の姿からはほど遠い。それでも、
大一番の都市対抗では、それまでの経験
と持ち前の打力でチームを牽引した。
都市対抗では、東京都二次予選の準決
勝（明治安田生命戦）で、２回表に先制
の３ラン本塁打を右翼席に放って勝利に
貢献した。東京ドームでの本大会では、
日本通運との初戦で２安打を放って存在
感を示した。
苦難を乗り越えて迎えた２０１３年。
７年目 のシーズンとなる今年 は、
「右 肩
の状態は完璧ではありませんが、昨年に
比べたら状態はいい」と語る。今年は、
代最後の節目の年。
川端は、改めて思う。
「チーム内では年齢的に上になってきま
したし、引っ張っていく立場 だと思っ

Y

牽引者としての責任であり、野球人とし
てのプライドだ。
安井の言葉に熱が帯びる。
「今年の都市対抗では、東京都の代表枠
が４つになります。例年に比べて１枠多
いとは言え、本大会に出るというのはそ
んなに甘いものじゃない。逆にその中で
戦うメンタル的な難しさは必 ずあると思
います。僕は何度も都市対抗予選での負
けを経験してきました。だから余計にそ
う思 うし、都市対抗予選 で代表 権 を獲
れなかった経験 をしていない若い選手に
は『甘 くないぞ』ということをしっかり
と伝えていきたいと思っています」
３年前の夏。静岡大会で優勝するなど、
春先から好調を維持していたチームは都
市対抗本大会の代表権を失った。その経
験もまた、安井は後輩たちに「伝えてい
きたい」と話す。

副主将としての役割を担い
チームを牽引する
今年で 歳。一般的にはまだまだ若い
部類 だが、チームにおいては野球部の歴
史を伝えていかなければならない立場に
なってきた。もちろん、本人 もその自覚
は十分だ。今年から副主将を務める安井
は、これまで以上にチームというものを
強く感じている。
副主将は、今年から主将になった乗替
寿朗のひと言で決まった。ちなみに、安
井は乗替の一学年上にあたる。
「乗替が『安井さんだったら何でも言え
ます』とスタッフに言って、僕 を指名 し
てくれたそうです。しっかりとサポート
しようと思いましたね。乗替とは、寮の
部屋でも外でも野球の話をしながらよく
酒を飲んでいます。お互い、野球の話を
したら止まらない。お互いに言いたいこ
とを言 い合って、チームのことを 話 し
合ってきました。これまでの野球部 のこ
とも、いつも二人 で語 り合っています。
でも……本当のことを言えば、ただの野
球好きのオッサンですけどね」
安井はそう言って照れくさそうに笑う
が、
“オッサン”の力こそが、今のチーム
には必要なのだ。

俊足巧者のリードオフマン、
代最後の年に懸ける思い

ています。僕は言葉よりも姿勢で何かを
伝 えていくタイプだと思っているので、
練習 での行動 や一つ一つのプレーでチー
ムを引っ張っていければと思っています。
仮に自分が試合に出なくても同じこと。
出場して試合に勝てたら一番嬉しいです
が、たとえ出 なくてもチームのために何
ができるかを考える中で、勝利に貢献で
きたらいいと思っています。そういう存
在になっていきたい」

28

もちろん、プレーヤーとしての意地は
ある。立命大時代 もそうだったが、セガ
サミー入社後も主に俊足巧打のリードオ
フマンとして活躍 し、何度 もチームを勝
利 に導 いてきた実 績 がある。チームに
とっても大きな存在であることは紛れも
ない事実だ。川端は言う。
「今 年 は 代 最 後 の年 でもあるので、
チームにとって、そして自分 にとっても
良い年 にしたいですね。これから何年、
野球 ができるかわからないので悔いのな
いようにやりたいです。今 はその思いが
強いですね」
３年前、川端は結婚した。右肩に激痛
が走ったちょうどその年、２０１１年 に
は長男が誕生して家族が増えた。
「僕の父親も社会人野球までプレーをし
ていたんです が、その記 憶 はかすかに
残っているんです。僕 も、野球 をしてい
る姿を子供に見せたい。記憶として残る
までは野球を頑張りたい。それが今の目
標の一つでもあるんです」
もっと長 くユニフォームを着 ていたい。
右肩の手術に踏み切った背景には、そん
な思いがあったのかもしれない。
今シーズン初の公式戦となった東京都
企業春季大会初戦。川端は走塁の際に左
足を痛めて途中交代となった。診断の結
果 は、剥 離 骨 折。今、再 び試 練 と向 き
合っている。
だが、川端は再 び蘇る。これまでも試
練を乗り越えてきた彼なら、必ずグラウ
ンドに帰ってくる。そして、再 び大 きな
光を放ち、チームを牽引し続けるはずだ。
20
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俊足巧打の外野手。入社以来、主に一番打者として活躍。
昨シーズンは、都市対抗東京都二次予選準決勝で本塁打、
本大会１回戦では２安打を放つなどバットで存在感を示した。
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昨年の都市対抗本大会２回戦（JX－ENEOS戦）ではタイムリー二塁打を放つなど、
年々勝負強い打撃に磨きをかける外野手。
今シーズンから副主将を務めリーダーとしての存在感も光る。
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1985年7月3日生まれ。岡山県出身。
177cm、82kg。右投右打。広陵高→同志社大
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1984年7月18日生まれ。兵庫県出身。
180ｃｍ、81kg。右投左打。神港学園高→立命大
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育成

1978年3月7日生まれ。群馬県出身。
左投左打。前橋商→関東学園大
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かな表情でブルペンを見つめる。
試合 となれば、ベンチとブルペ
ンを忙しなく行き来する。コー
チになって今年で２年目。選手を育成す
るその姿は、ずいぶんと板についてきた。
主 に投手 の育成 に努 める天沼秀樹 は、
投手出身ゆえの言葉掛けをする。
「ピッチャーという生き物は面白いもの
で、常に０点に抑えたい、点を取られた
くないと思うものなのです。その気質 が
邪魔 をして、たとえば１点 を失っていい
場面でもムキになり、押さえ込もうとし
て力が入り、四死球で走者をためたとこ
ろで一打同点 とされることがあるもので
す。だから、僕 はよく言 うのです。
『野
球は点取りゲーム。だから、どれだけ点
を取られてもいいんだよ。最後に１点多
く勝っていればいいんだから』と」

［投 手 コ ー チ］

N

いすゞ自動車、ミキハウスを経て2006年にセガサミー入社。
創部年からの６年間、貴重な左腕として現役を務めた。
昨年からコーチとなり、若手の育成に尽力する。
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天沼秀樹
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選手からコーチへ
現役時代とは違う喜び
そういう天 沼 も、コーチ１年 目 の昨
シーズンは苦労の連続だった。
「危機感を持たせながらも、いかに選手
のモチベーションを保 てるか。そこが一
番難しかったですね。現役時代 を一緒に
過 ごした選手 もいますし、そんな彼らに
とって僕は先輩という感覚があると思い
ますが、その中でも厳しいことを言わな
ければいけない。それぞれに性格 も違 う
選手への言葉かけは、一番考えましたね」
特に「ベンチ外の選手への言葉かけが
難しかった」と語る天沼は、こう続ける。
「 投 げる機 会 がない投 手 は、一番モチ
ベーションが落 ちているものです。その
状況から次に気持ちを向けさせなければ
いけない。登板時期を伝えながら目標設
定 をさせるわけですが、そのへんが一番
苦労しました。現役の頃から若い選手を
指導しなければいけない立場でしたが、
最低限のことを教えておけばいい立場と、
教 えて育成 しなければいけないコーチの
立場 はまったく違 うということをコーチ
になって改めて思います」
コーチゆえの感覚。そこには育成の難
しさや苦労もあるが、時には喜 びもある
ものだ。初めてコーチとして迎 えた昨年
の都市対抗予選。第一代表決定戦からの
連敗で投手起用に頭を悩ませる中、最後

て
っ
か
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は第三代表を勝ち取った。その時の感覚
は、現役時代とは違ったものがあった。
「もちろん第一代表 を大きな目標にして
いたわけですが、第三代表でも本大会に
行けたことでホッとしました。予選の期
間は常にピリピリしたムードで戦 う。心
の中 では『もしピッチャーが打 ちこまれ
て負 けたらどうしよう』と思い、プレッ
シャーを感 じながら戦っていました。そ
の中で代表権を獲った時は、現役時代と
は違った喜 びと安堵感がありましたね。
やっとゆっくりと酒が飲める、と」
天沼はそう言って笑う。

モチベーションを引き出す
天沼式育成法
昨年１年間のコーチ経験は、天沼自身
の視野 も広 げた。コーチとして、選手の
ちょっとした体や気持ちの変化を知るた
めに、積極的に選手 とコミュニケーショ
ンを取 るよ うになった。ウォーミング
アップの際には、他愛のない会話をしな
がらできるだけ多くの選手と接した。
「現役時代よりも、みんなとよく話をす
るようになりましたね」
コーチにとって技術の指導は大きな仕
事だ。だが、その役割同様に、時にはメ
ンタルの育成 も重要になってくる。そこ
では、人の気持ちをつなぎ合わせる会話
が大切になってくる。時には強い口調で、
時には優しく包み込むように、言葉を選
び、状況を見極めながら会話をする。そ
して、選手のモチベーションを引 き出 す。
天沼は今、その重要性をより強く感じて
いる。さらにこう言う。
「継続させることの難しさと大切さを今
一番感 じています。たとえば、年始 め。
練習 がスタートするその時期は、どの選
手 もすごく良い顔をしているんです。そ
の表情、その気持 ちをずっと忘れないで
やってほしい。どうしても忘 れてしまい
そうな時期 というのはあるものですが、
モチベーションを継続 して保ってほしい
し、その手助 けを僕はやっていかなけれ
ばいけないと思っています」
コーチとしての挑戦を続ける天沼は、
今日も足繁くブルペンに向かう。
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【JABA】千葉市長杯優勝

2008年 ＜都市対抗＞初勝利（２回戦敗退）
野球場・クラブハウス完成

2009年 ＜都市対抗＞出場（２回戦敗退）

−

−

の年齢になって︑なおさらその責任はあ
あげないと︑チームは決 して成 長 しな

ると思います︒悪いものは悪いと言って

本当の勢いは生まれ︑その勢いに乗って
勝ち進む︒でも︑僕らは苦しい試合で勝
ち切れなかった︒
﹃もしあそこで勝ってい

レーに迷いが出るのが正直怖かった︒で
も︑言わなきゃいけないんですよね︒こ

−

もしれませんが︑JX ENEOSには精
神的な強さ︑一球一打に対する強さ︑球
際の強さがあった︒すべてに対する強さの
差が︑昨年の試合では出たと思います﹂
試合前に行なわれるウォーミングアッ
プで︑すでに﹁差を感じた﹂というのは
創部年からチームを支える照屋だ︒
﹁相手の選手たちは︑ウォーミングアッ
プの時から統制が取れているというか︑
試合に入る準備がしっかりとできている
と感じました︒もしかしたら︑試合前か
ら勝敗は決まっていたかもしれない﹂
すべてにおける﹁強さ﹂を追求するた
めに︑宮之原は自身のこれまでの行動を
見つめ直そうとしている︒
﹁今までは︑若い選手にかける言葉を考
え過ぎ︑躊躇していたところがありまし
た︒たとえば︑若い選手はプロに行く可
能性がある︒僕が何気なくかけた言葉や
アドバイスによって︑そんな選 手 のプ

個々のレベルで言えば︑それほど変わら
ない︒どうしようもないレベルの差では
な い と 思 い ま す︒ で も︑JX
ENEOSには僕らには足りなかった勝
負所での強さや︑投手や打者︑すべての
選手 が常 に考 えて野球 をやる姿 があっ
た︒その差は大きかったと思います︒だ
からこそ︑僕らはそこを追い求めていか
なければいけない︒目に見えない力を身
につけることができれば︑僕らも優勝を
狙ってもおかしくないチームになれると
思います﹂
創部２年目からチームを見続ける宮之
原も同じような思いがあった︒
﹁簡単に言えば︑総合力の差と言えるか

【JABA】岡山大会準優勝

−

転に成功した︒９回表を３番手の大山暁
史が三者凡退に抑えて勝利︒２００９年
以来の初戦突破を果たした︒
続く２回戦︒初戦の大逆転劇で勢いに
乗るチームは︑強豪・JX ENEOS
と相対した︒だがその試合では︑一戦必
勝のトーナメント戦において重要な﹁勢
い﹂をも呑みこむ相手の強さにひれ伏し
た︒１回表に二死三塁から先制点を許し
た先発の大山は︑続く２回表も先頭打者
への四球をきっかけに９番打者に中前適
時打を浴びて１点を失う︒３回以降︑大
山 を含 めた投手陣は相手の強力打線 を
無安打に抑えただけに立ち上がりが悔や
まれた︒序盤に失った２点を追いかけ

2006年【JABA】九州大会ベスト４

い︒選手それぞれが自分の結果だけを気

−

た︒JX ENEOSとの試合では︑自
分たちの﹃勝ちきれない弱さ﹄を痛感し
ました︒苦しい試合を勝てるからこそ︑

History of SEGA SAMMY BASEBALL

れば優勝できたんじゃないか﹄と周りか
らは言われましたけど︑正直︑そこには
大きな力の差はあったと思います︒選手

【JABA】静岡大会優勝、
京都大会準優勝

＜都市対抗＞出場（１回戦敗退）
【JABA】関東選手権優勝

＜都市対抗＞出場（２回戦敗退）

2012年
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政川慎治

８年目のシーズンを迎えたチームに求められるものは何か︒
昨年の都市対抗本大会で見えた課題と力の差││︒
足りなかった真の強さを追い求めて︑
チームは２０１３年を戦い抜く︒
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2011年

[日本選手権]初出場（１回戦敗退）

2010年

＜都市対抗＞初出場（１回戦敗退）

2007年

野球部創部

2005年

大逆転の１回戦、
勝負所での一打に泣いた２回戦
もう言い訳はできない︱︱︒
２０１３年をスタートさせている選手
たちは︑その思いを強く抱いてシーズン
を戦っているに違いない︒
昨年の夏︒２年連続での本大会出場を
決めたチームは︑創部以来５度目の大舞
台に挑んだ︒日本通運との初戦は６回の
攻防が終わって両軍無得点と︑互いの勝
利への思いが激しくぶつかり合った︒試
合が動き出したのは７回表︒先発の浦野
博司からマウンドを譲り受けた木村宜志
が︑四死球︑さらに野手の失策と野選で
２点を失う︒四球や失策で﹁相手に与え
てしまった失点を取り返すのは何よりも
難しい﹂と言われる野球において︑ノー
ヒットでの失点は大きな意味を持った︒
しかも終盤だ︒
﹁先行逃 げ切り﹂を勝利
の方程式としていたチームにとって︑終
盤の２失点は大きなビハインドに思えた︒
だが︑８回裏︒ドラマは待っていた︒一
死から代打の佐藤貴穂が四球で出塁︒続
く１番川端裕也︑２番宮之原裕樹の連続
ヒットで満 塁 とすると︑３番 宮 﨑 敏 郎
︵現・横浜DeNA︶に左翼席に突き刺さ
る満塁ホームランが飛び出して一気に逆

る打線は︑４回裏まで無安打︒５回裏に
５番赤堀大智︵現・横浜DeNA︶の左
中間二塁打を足がかりに︑８番安井正也
の適時打で１点を返したが反撃もそこま
でだった︒６回 裏 に１番川 端 の左前 安
打︑７回裏に６番照屋真人の内野安打︑
９回裏にも３番宮﨑の中前安打をきっか
けに得点圏に走者を進めたが︑最後まで
決定打に欠いて涙を呑んだ︒
１点差の敗北︱︱︒ 年︑ 年に続い
て３回戦進出を狙ったが︑みたび２回戦
の壁に跳ね返された︒試合直後の西詰嘉
明監督はこう語ったものだ︒
﹁結局は勝負所での一打に欠けました︒
打線の噛み合せも︑なかなかうまくいか
なかった︒選手たちは最後までよく粘っ
て戦ってくれたと思 いますが︑やはり
もっともっと上を目指すチームになって
いかなければいけない﹂

その後︑JX ENEOSは都市対抗
を制覇した︒そのチームに１点差で敗れ
た現実を︑選手たちはどう感じたのだろ
うか︒
昨年の都市対抗本大会では正捕手 と
してスタメン出場を果たし︑今シーズン
からは主将も務める乗替寿朗は言う︒
﹁東京都二次予選を勝ち上がり︑本大会
でも１回戦を良い形で勝ちましたが︑結
局 は大 事 なところで負 けてしまいまし

優勝を狙えるチームになるための
“継承と変化”
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初のプロ野球選手輩出
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スポーツにおける予測できない結末は、数多くのドラマを生み、見ている人や競技者ともに夢と感動を与えます。
セガサミーグループは、世界中の人々に夢と感動を与える 重要な手段として、
積極的にスポーツ支援活動に取り組んでいます。
その中でもジュニアスポーツフェスティバル、セガサミー的トレーニング講座は、
年を重ねるごとに規模や参加者が増えており、スポーツを通じたたくさんの出会い・夢・感動が生まれています。

2012年度 野球部社会貢献活動

JABA東京スポニチ大会

2012年度東京都企業春季大会
3/26 1回戦 対 明治安田生命 1-3 敗戦
3/27 5位決定１回戦 対 東京スポーツ・レクリエーション
専門学校 6-0 勝利
3/29 ５位決定戦 対 東京ガス 1-2 敗戦

第39回社会人野球・
東京六大学対抗戦
4/8 対 慶応義塾大学 3-2 勝利

八王子市弐分方小学童保育所との交流
●
「セガサミーカップ学童軟式野球大会」
併催 少年野球教室
（セガサミー野球場）

第54回JABA富山市長旗争奪
富山大会

主要大会成績

4/13 １回戦 対 バイタﾙﾈット 4-3 勝利
4/14 ２回戦 対 Hard Ball Club 金沢 9-0
勝利
4/15 準決勝 対 伏木海陸運送 5-1 勝利
4/15 決勝 対 JR東海 1-2 敗戦

2006年

第77回都市対抗野球大会…関東代表決定戦敗退
第33回日本選手権野球大会…関東代表決定戦敗退
第60回JABA九州大会…ベスト4
平成18年度東京都企業秋季大会…準優勝

2007年

第78回都市対抗野球大会…１回戦敗退 ※初出場
第34回日本選手権野球大会…関東代表決定戦敗退
第62回JABA東京スポニチ大会…2回戦敗退
第19回千葉市長杯争奪社会人野球大会…優勝
平成19年度東京都企業秋季大会…準優勝

11月

●

●

●

八王子市の児童養護施設にクリスマスプレゼント贈呈

●

東京キッズベースボールアカデミー

第63回JABA京都大会

ジュニアスポーツフェスティバル
師：セガサミー陸上部OB、OG）
、バスケットボー

、バレーボール（講
ル（講師：レバンガ北 海 道）
師：元全日本代表佐々木太一氏）
、サッカー（講師：
コンサドーレサッカースクールコーチ）
、テニス（講
師：男子テニストッププレーヤー辻野隆三氏）
、水泳
（講師：元オリンピック選手糸井統氏）
、柔道（講師：
元北海道警察学校指導部阿部充孝氏）
、剣道（講師：
北海道恵庭南高校栄華英幸氏）
、バドミントン（講
師：ヨネックス藤谷洋平氏）
、卓球（講師：ヤマト卓

球松下浩二氏）の計12種目。当教室は近年では

エリアを拡大させ恵庭市、苫小牧市でも開催し、
2012年は1,667名もの小中学生にご参加いただ
きました。
また、セガサミーカップ決勝最終日に、スター
ト前のプロと一緒に手を繋いでティーグラウン
ドに入場する「エスコートキッズ」を当教室の
参加者から選抜する等、ジュニアの皆さんには、
貴重な体験機会も合わせてご提供しています。

2012JABA

第79回都市対抗野球大会…２回戦敗退

2008年

関東選抜リーグ（前期）

5/14 リーグ戦 対 日立製作所 9-10 敗戦
5/15 リーグ戦 対 東芝 9-0 勝利

第83回都市対抗野球大会
東京都二次予選
5/25 １回戦 対 東京ガス 2-1 勝利
5/29 準決勝 対 明治安田生命 6-0 勝利
6/2 第一代表決定戦 対 NTT東日本
4-9 敗戦
6/3 第二代表決定戦 対 明治安田生命
2-5 敗戦
6/5 第三代表決定戦 対 東京ガス
4-0 勝利

陸上教室での集合写真 指導：元セガサミー陸上部コーチ、選手

トレーニング講座

とまみん少年野球教室
レバンガ北海道によるバスケットボール教室
主催：苫小牧民報社 指導：セガサミー野球部

第80回都市対抗野球大会…２回戦敗退

2009年

①エンタテインメントを体感・体験する場（play）
②家族の触れ合い、新しいコミュニケーションの場（communication）
③夢と感動・喜び（dream）
をコンセプトに、グループ内のコミュニケーションツールの一つとして、スポーツ教室「セガサミー的トレーニン
グ講座」を実施しています。2012年は、
「ボイスレッスン」や「お料理教室」
といった参加者同士のコミュニケーシ
ョンを促進する講座なども開催しました。

第38回社会人野球日本選手権大会
関東代表決定戦
8/29 １回戦 対 三菱重工横浜 1-4 敗戦

2012年度東京都企業秋季大会
9/13 １回戦 対 東京ガス 2-5 敗戦
9/14 ５位決定１回戦 対 日本ｳｪﾙﾈス
スﾎﾟ
ーﾂ専門学校 4-1 勝利
9/18 ５位決定戦 対 鷺宮製作所 3-2 勝利

第２回関東選手権2012
関東リーグ戦決勝トーナメント
セガサミー野球部と一緒に
軟式野球の試合をしよう！編
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簡単に！楽しく作れる！
親子クッキング編

丸山茂樹プロ ゴルフ編

諸藤将次プロ ゴルフ編

10/24 １回戦 対 新日鐵住金鹿島
6-4 勝利
10/26 準決勝 対 日本通運 2-3 敗戦

第36回日本選手権野球大会…関東代表決定戦敗退
第64回JABA東京スポニチ大会…１回戦敗退
第53回JABA岡山大会…準優勝
平成21年度東京都企業春季大会…３位

心を磨け！ 技を研け！
！

2010年

第81回都市対抗野球大会…
東京都二次予選敗者復活２回戦敗退
第37回日本選手権野球大会…１回戦敗退
※初出場

第58回JABA静岡大会…優勝
第62回JABA京都大会…準優勝
平成22年度東京都企業春季大会…準優勝
第82回都市対抗野球大会…１回戦敗退
※２年ぶり４度目の出場

2011年

2012JABA関東選抜リーグ（後期）
8/7 リーグ戦 対 鷺宮製作所 2-3 敗戦
8/8 リーグ戦 対 JFE東日本 2-0 勝利
8/15 リーグ戦 対 Honda 8-4 勝利

第35回日本選手権野球大会…関東代表決定戦敗退
第63回JABA東京スポニチ大会…ベスト８
※３年連続３度目の出場

第83回都市対抗野球大会
7/17 １回戦 対 日本通運 4-2 勝利
7/20 ２回戦 対 JX-ENEOS 1-2 敗戦

※２年連続２度目の出場

2012年

第66回JABA東京スポニチ大会…リーグ戦敗退
第60回伊勢大会…１回戦敗退
平成23年度東京都企業秋季大会…優勝
第１回JABA関東選手権大会…優勝
第83回都市対抗野球大会…２回戦敗退
※２年連続５度目の出場

第54回JABA富山市長旗争奪富山大会…準優勝

サミーに対する愛情は後輩に伝えていか
なければいけないものだと思っています﹂
継承と変化︒その言葉は対極にあるよ
うで︑実は成長するためにはどちらも欠
かせないものだ︒その融合こそが︑大き
な力を生む︒チームは継承と変化を求め
て︑さらに強固な力をつけようとしてい
る︒
果てなき思い︱︱︒今こそ必要な勝利
への渇望を抱き︑チームは新たなステー
ジへ向かう︒

当 社 主 催 ジャパ ンゴ ル フツ ア ー『 長 嶋 茂 雄
INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナ
（以下、
『セガサミーカップ』
）のスポーツ振
メント』
興活動の一環として、千歳市、千歳市教育委員
会、千歳市体育協会の協力のもと、セガサミー
カップの開催地である北海道千歳市の小中学生
を対象に行っているスポーツ教室です。2012年
、
の実施競技は、野球（講師：セガサミー野球部）
、陸上（講
スナッグゴルフ（講師：渡辺司プロ）

4/29 第１戦 対 大阪ガス 0-2 敗戦
4/30 第２戦 対 三菱重工神戸 1-7 敗戦
5/1 第３戦 対 ヤマハ 3-1 勝利

を持った選手が多い︒その選手たちの気
持ちと集中力を上手く引き出せるように
日頃から取り組んでいきたいと思う﹂と
も語る︒
さらに言葉に重みを持たせ︑今シーズ
ンへの思いを語る︒
﹁今年︑チームは創部から８年目を迎え
ました︒野球部の歴史を知る選手たちが
年々抜けていく中で︑僕らは先輩たちが
残してくれた素晴らしい部分を後輩に引
き継いでいかなければいけない︒野球部
を勇退していった方々の悔しさや︑セガ

「とまみん少年野球教室」
（苫小牧市）
セガサミーカップ PRESENTS ジュニアスポーツフェスティバル野球教室

2012年6月

●

12月
2013年1月

第67回

3/12 第1戦 対 三菱重工名古屋 4-5 敗戦
3/13 第2戦 対 JX-ENEOS 7-9 敗戦
3/14 第3戦 対 日本新薬 3-5 敗戦

す︒それを若い選手を含めた全選手が共
有できているのは︑いい空気だと思いま
す﹂
練習にメリハリをつけ︑試合では集中
力を高めて勝利を目指すことを第一に考
える主将は︑
﹁野球に対して熱い気持ち

社会貢献活動リポート

2012年の戦績

にしているようでは︑どこか余所行きの
野球にしかならない︒今年はチームのた
めに何ができるかを強く考えたいし︑選
手一人一人がそういう気持ちを常に持っ
て戦わなければいけないと思います︒こ
れまで︑チームにとって︑または応援し
てくださるみなさんにとっても満足でき
るような結果を出していないのが現実で
す︒今はもう︑僕らに求められるものは
都市対抗の本大会出場だけではない︒代
表権を獲ったからそれでいいというレベ
ルではありませんから﹂
今シーズン︑試 合 後 の光 景 が変 わっ
た︒監 督︑コーチらを含 めた全 体ミー
ティングの後に︑選手 だけのミーティン
グが行なわれている︒試合で見えた課題
を本音で語り合い︑次戦に向けた話し合
いをする姿 は︑真 剣 そのものだ︒乗 替
が︑その意図を語る︒
﹁選手間でしっかりと共有しなければい
けないことはあります︒選手 だけのミー
ティングでは︑
︵年齢 が︶上の人 が積極
的に意見を言って引っ張ってくれていま
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外野手

投手

SEGA
SAMMY
BASEBALL
MEMBER
INTRODUCTION

2012
試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21
52
12
0
10
9
7
4
1
.231

24
打数 71
安打 22
本塁打 5
打点 10
三振 19
四死球 15
犠打
1
盗塁 2
打率 .309

試合数

寛明
24 政野
Hiroaki Masano

6

20 29 24 26
70 98 80 85
18 23 19 26
1 3 2 1
11 12 8 13
15 19 20 14
8 10 10 9
1 1 0 4
2 1 1 1
.261 .235 .238 .306

14
42
7
0
4
12
3
0
2
.167

照屋 真人
Makoto Teruya

24
88
23
1
14
12
4
1
6
.261

2007 2008 2009 2010 2011 2012

21
打数 31
安打
7
本塁打 0
打点 3
三振 3
四死球 2
犠打
7
盗塁 0
打率 .226

試合数

9

26
68
11
0
3
10
5
4
4
.162

27
69
22
0
5
6
8
5
6
.319

27
62
9
0
2
14
10
12
1
.145

20
28
5
0
1
5
0
5
2
.179

25
56
11
0
0
13
10
4
9
.196

宮之原 裕樹
Yuhki Miyanohara

2009
試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

3

2010

2011

2012

23 29 23 26
77 105 80 85
16 32 18 30
3
4
1
3
11
23 10
10
17
14
13
10
10
14
11
9
1
1
0
0
0
0
0
0
.208 .305 .225 .353

十九浦 拓哉
Takuya Tsukuura

2012
試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

1990年9月15日生まれ
埼玉県出身
179cm、82kg
左投げ左打ち
聖望学園高校
→國學院大學

13
22
2
0
1
1
3
0
0
.091

ROOKIE

泰成
29 大久保
Yasunari Ohkubo

試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

2012 ※2012年11月より、

1
2
0
0
0
0
0
0
0
.000

投手から
野手へ転向

裕貴
31 富田
Hiroki Tomita
17

2007 2008 2009 2010 2011 2012

23 28 19 27
打数 59 74 51 101
安打 12 22 12 27
本塁打 0
1 0 3
打点
7 5 7 5
三振 9
6 11 22
四死球 10 6
2 7
犠打 4
5 1 7
盗塁 2
7 6 9
打率 .203 .297 .245 .267

試合数

7

13
26
4
0
1
4
2
0
2
.154

26
92
25
3
9
17
13
1
9
.272

川端 裕也
Yuhya Kawabata

2009
試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

10 20 15 14 28
打数 19 52 26 42 78
安打 5 15 9 14 20
本塁打 0
2 0 1 0
打点 2
9 1 6 9
三振 5 14 4
8 11
四死球 3
4 3 4 3
犠打 0
2 1 1 7
盗塁 0
1 0 0 2
打率 .263 .288 .346 .333 .256

正也
23 安井
Masaya Yasui

2011

2012

9
16
3
0
1
4
5
0
0
.188

29
97
24
0
8
14
11
5
1
.247

恭平
10 谷澤
Kyohei Tanizawa

2008 2009 2010 2011 2012
試合数

2010

14 22
27 45
7
16
0
0
2
6
3
3
4
10
1
0
2
0
.259 .356

試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

2011

2012

15
25
4
0
0
8
6
0
0
.160

8
16
4
0
5
4
2
0
0
.250

喬之
26 澤良木
Takayuki Sawaragi

1990年11月16日生まれ
東京都出身
165㎝、62㎏
右投げ左打ち
浦和学院高校
→東洋大学

ROOKIE

卓弥
28 松延
Takuya Matsunobu

試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

5

2010

2011

23
57
11
1
3
14
2
2
0
.193

22 19
65 38
13
9
2
0
7
1
19
4
4
5
5
2
0
3
.200 .237

打数
安打
本塁打
打点
三振

神野 達哉
Tatsuya Jinno

打率

江藤 圭樹

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26
打数 100
安打 25
本塁打 1
打点 12
三振 11
四死球 6
犠打
7
盗塁 4
打率 .250

試合数

2

24
59
16
0
4
6
9
10
3
.271

30
97
37
1
9
9
16
5
9
.381

28 21
76 46
17 14
2 1
10 10
11 11
5 7
5 5
7 4
.224 .304

12
27
3
0
0
5
3
3
0
.111

大西 主晃
Kazuaki Ohnishi

2011

2012

14
23
5
0
1
6
1
1
0
.217

20
40
5
0
1
19
4
0
0
.125

21
18
4
0
3
5
1
3
1
.222

11
14
46 2/3 36 2/3
3
1
1
1
37 32
38 18
5
19
14
8
2.70 1.96

佳吾
18 木村
Keigo Kimura

試合数
投球回数
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点
防御率

2010

2011

2012

4
10
1
0
9
5
1
2
1.80

6
4
13 18 2/3
0
2
1
0
17
7
8
21
6
1
9
3
6.23 1.44

宏和
15 田中
Hirokazu Tanaka

2009

2010

3
6
1
0
0
2
0
0
0
.167

14 20 25
20 54 54
4
11
5
0
0
0
1
0
2
4
13 20
1
1
3
3
5
7
0
0
0
.200 .204 .093

2012
試合数
投球回数
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点

貴穂
25 佐藤
Takanori Sato

Yoshiki Eto

防御率

2012

1991年3月2日生まれ
北海道出身
178㎝、73㎏
右投げ右打ち
帯広農業高校
→東京農業大学北海道オホーツク

※掲載データは、公式戦におけるデータ
※各選手の写真内の言葉は、2013年の意気込み
（文字は直筆）

ROOKIE

11

陶久 亮太
Ryota Suehisa

捕手

試合数

ROOKIE

2012

被安打

福之
21 山﨑
Fukuyuki Yamasaki

1990年8月14日生まれ
大分県出身
171cm、71kg
右投げ左打ち
大分商業高校
→日本文理大学

1

負

自責点

盗塁

Kazumasa Sakamoto

勝

四死球

犠打

坂本 一将

投球回数

奪三振

四死球

4

試合数

ROOKIE

内野手

1990年11月25日生まれ
東京都出身
180㎝、77㎏
右投げ左打ち
東亜学園高校
→専修大学

2011

試合数
打数
安打
本塁打
打点
三振
四死球
犠打
盗塁
打率

2011

防御率

試合数
投球回数
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点

大介
19 松永
Daisuke Matsunaga

2012

寿朗
27 乗替
Toshiro Norikae

2011

4
14
1
0
10
14
0
1
0.64

2011
試合数
投球回数
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点
防御率

防御率

暁史
16 大山
Satoshi Ohyama

2012

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0.00 0.00

翔
20 松本
Sho Matsumoto

2012

9
17
43 2/3 70 2/3
4
1
1
7
35 67
29 46
13 30
7
22
1.44 2.80

2012
試合数
投球回数
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点
防御率

18
84
8
2
53
71
24
14
1.50

博司
17 浦野
Hiroshi Urano

2007 2008 2009 2010 2011 2012
試合数

12 18 16 16 9

7

投球回数 28 1/3 97 1/3 84 1/365 1/342 2/323 2/3
勝
負
被安打
奪三振
四死球
自責点
防御率

2
2
23
20
6
10
3.18

7
4
69
64
17
11
1.02

7 7 2 0
6 2 4 2
81 69 46 29
42 36 22 16
19 13 13 4
33 21 17 10
3.52 2.89 3.59 3.80

詳
12 上津原
Sho Uetsuhara

1991年2月27日生まれ
福岡県出身
180cm、86kg
左投げ左打ち
西日本短期大学付属高校
→日本文理大学

ROOKIE

龍平
13 河原
Ryouhei Kawahara
16

河原龍平

投手

Ryouhei Kawahara

Kazumasa Sakamoto

月 の浦 小 学 校２年 から野 球 を始 め、平野 中 学 校 時 代
は春日ビックスターズ（ボーイズ）に所属。投 手 兼一塁
手 として活 躍 した。甲 子 園 優 勝 経 験 もある福 岡 県 の強
豪・西日本短大附属高校 に進学 すると、投手 に専念。２
年 春 からエースとなり、スライダー、チェンジアップ、
ツーシームといった多彩 な変化球 を操 る左腕 として活躍
した。日 本 文 理 大 では、左 肩 の故 障 もありながら最 速
１４６キロを誇 る左腕 に成長。セガサミーでは「先輩 た
ちに追いつくために必死にやるだけです」と抱負を語る。

坂本一将

内野手

Fukuyuki Yamasaki

淀 四 小 学 校 １ 年 から５ 年 ま で 淀 四ラ イ オン ズで プ
レー。その後、所属 した武蔵府中リトルでは世界大会 で
優勝、遊撃手 としてベストナインにも選出 された。新宿
西戸山中学校時代 は、武蔵府中シニアで二塁手 として活
躍。日 本一を経 験 した。浦 和 学 院 高 校 では、３年 夏 に
『１番・遊撃 手』として甲子園 に出場。東 洋大 では３年
から出場機会 を増 やし、４年時 は不動 のレギュラーとし
て活躍 した。自身 の持 ち味 を「誰 も打 たない時 に打つ意
外性」と語り、勝負強い打撃で１年目からの活躍を誓う。

山﨑福之

投手

Ryota Suehisa

野球 を始 めたのは北小学校３年 から。新所沢ライノー
ズでプレーし、所沢向陽中学校時代 は所沢中央シニアに
所属。一塁手 として活躍 した。聖望学園高校 では、２年
秋 からレギュラー。左翼手 として出場 した３年春 の甲子
園 では準優勝 に輝いた。国学院大 では３年 から投手 に転
向。４年時 は最速１４１キロの左腕 として主 に抑 えとし
て活躍 した。カーブ、スライダー、チェンジアップなど
の変化球 を操 る即戦力 は、
「先発 の一角 に食 い込 めるよ
うに頑張 ります」と１年目 を見据 える。

陶久亮太

江藤圭樹

内野手

Yoshiki Eto

Yasunari Ohkubo

日出小学校２年から日出少年野球クラブに所属。小学校６
年から大分シニアに移り、そのまま日出中学校時代 もプレー
した。大分商業高校 では『３番・遊撃手』
、さらに主将 とし
て活躍。２年秋の県大会で準優勝。３年夏は県大会初戦で
敗 れたが、高校通算 本塁打 をマークするなどチーム
の中心選手 として活躍 した。日本文理大では二塁
手として活躍し、４度のベストナインを獲得。
４年春 にはMVPと首位打者 に輝 き、ドラ
フト候補に名を連ねた。
「日本一に貢献し
たい」と１年目の決意を語る。

大久保泰成
外野手

サッカー少年 だった大久保 が野球 を始 めたのは落合第
三小学校２年 から。落合第二中学校 では東京青山シニア
に所属 し、主に二塁手 として活躍 した。東亜学園高校 で
は、１年秋 からベンチ入 り。２年春 から右翼手 としてレ
ギュラーを張り、３年時は主将としてチームの中心を担っ
た。専 修 大 では 年 秋 のリーグ戦 から外 野 手 として活
躍。巧 みなバットコントロールを持 ち味 とする左 の巧打
者は１年目からの飛躍 を誓 う。
「体力作りもしながら、１
年目から勝負所で活躍できる選手になっていきたい」
。

18
心を磨け！ 技を研け！
！
！
19 心を磨け！ 技を研け！

2013年新戦力を紹介

20

http://athletic.segasammy.co.jp/member/list

NEW FACE

投手

利別小学校３年から野球 を始 め、利別野球少年団では
５年時から投手。池田中学校 では軟式野球部 に所属 し、
エースとして活躍した。帯広農業高校では１年秋からエー
ス。当時は最速１３５キロで、制球力抜群の右腕だった。
東農大北海道オホーツク入学後 に才能 は花開 き、２年秋
から主戦投手。その年 のリーグ戦 でMVPを獲得 し、３
年春の大学選手権で自己最速の１４７キロを叩き出すと、
一気 に全国区 の投手 となった。持 ち味 の「ボールのキレ
と制球力」で１年目からのフル稼働 を誓 う。

2

QRコードから今すぐアクセス！

photo by Shinji Masakawa
txt by Toru Sasaki

詳細インタビューは野球部のホームページへ

佐々木亨=文 政川慎治=写真
今年新たにチームに加わった６名のニューフェイス。
どの選手も１年目から活躍が期待される有望株だ。
即戦力として期待される彼らのプレーに注目!!

チームとともに歩み続け
喜びや悔しさを味わった７年間
７ 年 前︑ 入 社 間 も な い 彼 ら の ユニ
フォーム姿は︑どこか頼りなく︑あどけ
なさが残っていた︒体つきも︑顔の表情
も︑まだ大学生の域を超えていなかった︒
﹁当時は同期のメンバーが多くて︑周り
からはずっと﹃仲良しクラブ﹄と言われ
ていました﹂
創部当初 をそう振 り返 り︑久保穣 は
照れ笑いを浮かべる︒
過ぎ行く歳月は人を育てる︒仲良しク
ラブだった彼らは︑年を重ねるたびにそ
れぞれの世界観をグラウンドで見せるよ
うになっていった︒勝利に喜びを爆発さ
せ︑時には敗戦に悔し涙を流す︒そのた
びに肉体 や精神 は逞 しさを増 していっ
た︒それらすべてはチームのエネルギー
となっていった︒
彼らがいたから︑強くなった││︒
創部 年 からチームを支 え続 けた一期
生︒昨年２０１２年限りで勇退した久保

【スペシャルトーク】

穣︑手塚翔︑木村宜志の３名もまた︑野
球部の歴史を深く知り︑その礎を築いて
きた功労者だった︒
手塚が現役７年間を語る︒
﹁いろんなものを学んだ７年間でした︒
試合に出てヒーローになったこともあり
ましたし︑ベンチで応援することもあっ
た︒様々な方向からチームを見ることが
できたことは大きな経験でしたし︑充実
した日々を過ごさせてもらいました︒若
い頃 は︑自 分 本 意 になっていた部 分 が
あった︒でも︑毎年どんどん年下の選手
が入ってくる中で気持ちが徐々に変わっ
ていきました︒試合に出られない悔しさ
を味わい︑それに耐える︒その中で自分
の生きる道を見つけ出してチームのため
に戦う︒その大切さを年々感じていきま
した︒入社５年目ぐらいからですね︒プ
レーヤーとしての意地もありながら︑い
い意味で割り切った気持ちを持ってチー
ムを見られるようになったのは﹂
手塚は人一倍︑気持ちが熱い選手だっ
た︒グラウンドはもちろん︑たとえ控え

にまわってベンチにいたとしても︑常に
周りに刺激を与える大きな声でチームの
背中を押し続けた︒久保や木村にしても
同じことだ︒本人曰く﹁もともとは一匹
狼のような性格﹂の久保︑登板前は一人
黙々とランニングをして他人を寄せ付け
ない空気感を漂わせていた木村︒そんな
二人でさえも︑その野球に打ち込む姿勢
は後輩たちの見本となった︒彼らの存在
こそが︑チームの原動力だった︒
もちろん︑プレーヤーとしての力 も
数々の勝利を呼び込んだ︒それぞれが思
い出深い試合を語る︒
﹁４年目の２００９年︒都市対抗の二次
予選はよく覚えています︒神宮球場での
JR東日本との敗者復活２回戦で︑僕は
ホームランを打ちました︵７回表︑左越
えの逆転２ラン本塁打︶
︒負 けたら本大
会出場を逃す大一番で打った一本は忘れ
られないですね﹂
︵久保︶
﹁創部２年目︵２００７年︶に都市対抗
本大会初出場 を決 めた時 は︑本当 に嬉
しかったですね︒個人的にはその年の関

東選抜リーグ戦でのホームランが思い出
深い︒横浜スタジアムでの東芝戦︑藤田
卓史投手から野球人生初のセンターバッ
クスクリーンへのホームランを打 ちまし
た︒その年は︑練習試合も含めて年間で
５本のホームランを打ったんですが︑東
芝戦での一本は社会人で一番の当たりで
した﹂
︵手塚︶
﹁新しい記憶で言えば︑昨年の都市対抗
東京二次予選︒NTT東日本との第一代
表決定戦で満塁ホームラン︵同点で迎え
た６回表︑４点差となった勝ち越し弾︶
を打たれたのは忘れられないですね︒生
まれて初めて打たれた満塁ホームランで
した︒あとは５年 目 の都 市 対 抗予 選︒
JR東日本との２回戦で先発をしたので
すが︑３回表に先制の３ランホームラン
を打たれたのは忘れられない︒僕は︑悔
しい思いをした試合のほうをよく覚えて
いるんです︒大事な試合を任せられたと
いう責任感がある中で大きな失敗をして
しまいましたから﹂
︵木村︶
木村だけは︑自らが輝いた試合ではな

～創部年から支えた男たち～
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※プロフィール上のプレー写真は
１年目当時のもの

セガサミー野球部創部から７年間、第１期生として
チームをけん引してきた３名の選手が昨シーズンをもってユニフォームを脱いだ。
彼らが築いた野球部の歴史を振り返りつつ、それぞれのいまと今後を語る。

久保 穣
MINORU KUBO

MINORU
KUBO

1984年1月4日生まれ。
神奈川県出身。外野手

1983年5月11日生まれ。
福岡県出身。内野手

TAKASHI
KIMURA

く逆に苦い思い出が残る試合を語る︒だ
が︑木村はこうも語る︒
﹁そういう悔しい思い出は忘れられない
し︑忘れてはいけないものだと思う﹂
失敗を繰り返し︑悔しさや苦しさを乗

も︑自分が決めたことは毎日やり続けま
した︒周りからは︑ストイックな人間と
言われ続けましたが︑どんなことがあっ
てもその姿勢だけは譲れなかった︒自分
自身に勝たなければ相手にも勝てない︒
その思い︑そのスタイルは︑ずっと変わ
らず貫いて実践しました﹂
それは野球部の後輩に向けたエール︒
その一方で︑これから社会に飛び出す自
分自身へのエールにも聞こえた︒
創部１年目からプレーした誇りと経験
を糧に︑久保︑手塚︑木村の１期生たち
は︑これから新たな道を切り開いていく︒

6歳から野球を始め、桐蔭学園高校、
日体大を経て2006年に入社。
1年目から捕手、内野手、外野手と
マルチプレーヤーとして活躍。
2007年の千葉市長杯争奪大会では
心を磨け
！ 技を研け！
！
首位打者賞に輝いた。
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いう意識で頑張ってもらいたいと思いま
す﹂
︵木村︶
さらに木村が言葉を加える︒
﹁ピッチャーなら先 発 の一番 手 を目 指
す︒先発︑中継ぎ︑抑えとそれぞれに役
割はあり︑それぞれが重要だと思います
が︑ピッチャーならそこを常に目指して
頑張ってもらいたい︒野手ならポジショ
ンの一番手 となり︑レギュラーとして試
合に出ることを目指してほしい︒僕が現
役時代に一番大事にしていたことは︑
﹃自
分に負けない﹄ということでした︒妥協
をしない︒そう思 いながら︑自 分 でト
レーニングメニューを組んで練習をして
きました︒たとえきつい練 習 のあとで

2012年「第 回都市対抗野
球大会 東京都二次予選 第一
代表決定戦 NTT東日本戦」
。
83

11歳から野球を始め、浦和学院高校、
東洋大を経て2006年に入社。
1年目からレギュラーとして活躍。
勝負強い打撃、そしてチームの
ムードメーカーとして
数々の勝利に貢献した。
10歳から野球を始め、春日丘高校、
東北福祉大を経て2006年に入社。
入社当時は本格派右腕として活躍し、
2007年の千葉市長杯争奪大会では
最優秀選手賞を獲得。サイドハンドに
心を磨け！ 技を研け！
！
転向後は、主に抑えとして活躍した。

木村

SHO TETSUKA

1983年9月21日生まれ。
愛知県出身。投手

2007年「関東選抜
リーグ戦 東芝戦」
。

手塚

SHO
TETSUKA
手塚 翔

木村宜志

TAKASHI KIMURA

2009年「第 回都市対抗野球大会
東京都二次予選 JR東日本戦」
。
80

り越えてこそ人は成長する︒歴史の語り
部として︑かつて木村は﹁僕らは経験を
後輩に伝えていく役割もある﹂と言って
いた︒木村の思い出もまた︑これからの
チームにとって大 きなエネルギーになっ
ていくに違いない︒

﹁とにかく悔いのないように頑張ってほ
しいですね︒試合では勝ち負けがありま
すけど︑自 分 自 身 がやりきったかどう
か︑目標を立ててそこに向かって自分が
どれだけ悔いのないようにできたか︒そ
こが一番大切だと思います︒僕は︑野球
ではあまり貢献できなかったので︑一社
員として働いて会社に貢献できるように
頑張りたい︒これから野球部を卒業する
選手と会社の架け橋になれるような存在
になっていければと思っています﹂
︵手塚︶
﹁僕も︑いずれはユニフォームを脱ぐ現
役部員のために会社で頑張って働きたい
ですね︒僕たちよりも先に現役を退いた
仲間もいますが︑創部１年目から野球部
に携わった人間としてこれからやらなけ
ればいけないことはあるだろうし︑その
責任も大きなものがあると思います︒そ
んな中︑野球部のみんなには︑やっぱり
日本一になってほしいですね︒やるから
には︑テッペンを目指してほしい︒全国
のテッペンに上り詰めるためにも︑まず
は東京で第一代表を獲る︒第一代表を獲
るためには︑選手一人ひとりがチーム内
の一番を目指さなければいけない︒そう
久保

「悔いのない野球人生を」
彼らは異口同音に語る
ユニフォームを脱 ぎ︑スーツに身を包
んで第２の人生をスタートさせている彼
らが後輩たちにエールを送る︒
﹁信頼 している野球部 の仲間 たちなの
で︑特に僕から言うことはないです︒自
分が正しいと思うことを全力でやっても
らいたい︒あとは︑心から指導者を信じ
て︑チームが一つとなって戦ってほしいで
すね︒これからも会社が許す限り︑数多
くの大会を観に行って応援したいと思い
ます﹂
︵久保︶

思い出に残る一戦

３人のクリエーターによる

﹃やきゅつく﹄の﹃プロ野球チームをつく

プ ロフェッショナ ル の 想 い

三者三様の曲作り
たとえ歓喜の瞬間を見逃した
としても︑その曲 を耳 にすれば
反射的に情景が浮かぶ︒
﹁おっ！ 点が入ったな！﹂
得点シーンに流れる﹃サクラ大
戦﹄のメロディーは︑今ではセガ
サミー野球部の試合において欠
かせない要素の一つになっている︒ある
選手は言う︒
﹁サクラ大戦もそうですけど︑スタンド
からの応援歌を聞くと気持ちが乗ってく
るんです﹂
﹃北斗﹄に﹃アラジン﹄
︑
﹃獣王﹄に﹃ウ
ルトラセブン﹄
︒攻撃時に流れるそれらの
応援歌は︑社会人野球の中では一種独特
の世界観を持つ︒
そんな応援歌に︑今年の都市対抗予選
から新たな楽曲が加わる︒新作の制作に
携わった一人である株式会社セガの中川
輝彦さんは︑長年︑セガの野球ゲームシ
リーズの楽曲を手がけてきたサウンドク
リエイターだ︒
﹃完全中継プロ野球グレイ
テストナイン﹄シリーズをはじめ︑通称
ろう！﹄シリーズは 年間に渡ってコン
スタントに携わってきた︒今回の応援歌
制作は︑自身が携わった150本目とい
う節目のプロジェクトになったという︒
また︑同じく制作に携わるサミー株式会
社の末吉淳さんは︑パチスロサウンドの
業務を主に担当し︑かつては初代
﹃北斗の拳﹄の作品を手がけたこ
とがあるクリエイター︒さらに︑
サミー株式会社 の北村武 さんは︑
入社以来一貫してパチンコサウンド
を手 がけてきた音楽のプロフェッ
ショナル︒北村さんは︑かつてテレ
ビドラマとの連動企画 となった﹃逃
亡者おりん﹄で手がけたパチンコサウ
ンドが︑ドラマ用主題歌に起用された
実績を持つ︒
三者三様の曲作り︒それぞれが自身の
世界観と野球部への思いを曲に込めて︑
新曲作りは進んでいるという︒
﹁子供の頃からプロ野球が好きで︑今で
も野球の試合はよく観に行きます︒入社
後も野球関連のものをコンスタントに手
がけてきましたので︑応援歌の依頼をい
ただいた時 は﹃ 是 非︑やらせてくださ

とは？

ルー タ ー ズ
サミー
成された、セガ
員を中心に結
、戦
セガサミー社
熱い声援を送り
ら
者。スタンドか
野球部の応援
ーを与える！
ちに大きなパワ
いに挑む選手た

入社７年目。これまで一貫してパチンコサウ
ンドを手がけてきた。代表作に、テレビドラ
マとの連動企画となった『逃亡者おり
ん』
、ヒットシリーズの『獣王』をは
じめ、
『クラブムーン』
、
『ガオガ
オキング』などがある。

い！﹄という 感 じでした︒そんなモチ
ベーションもあって︑最初のミーティン
グが終わってすぐに︑僕はその時のテン
ションのまま制作に取り掛かり︑約２時
間で曲ができちゃいました︵笑︶
︒僕は今

いですよね︒ブラスのフレーズがきた後
に︑選手 の名前 や合 いの手 が入 り︑ま
た︑同じフレーズを繰り返すリフレイン
の要素を曲の途中に入れて︑最後にワッ
と歌う︒そんなイメージも持ちながら現
在別パターンも鋭意制作中です﹂
︵末吉︶
﹁たとえばパチンコやスロットの曲では︑
いきなりテンションを上 げなければいけ
ない︑言わば短時間勝負の要素がありま
す︒そこは野球の応援と近いものがある
と思います︒また︑応援歌では脳へのす
り込みの要素が重要です︒しつこいぐら
いに繰り返して︑生理的に記憶できるよ
うな要素 を今回 の作品 では入 れようと
PCサウンドみんなが思っていました︒
状況をイメージでき︑たとえば仕事の行
き帰りの電車でも忘れないような曲︒そ
れが応援の曲だと思います﹂
︵北村︶

になって戦 い︑みんなでのし上 がりま
しょう！﹂
︵北村︶

思います︒スタンドとプレイヤーが一緒

うなるかわかりませんが︑
﹃この試合はよ
かったな﹄と思える試合をいくつも見せ
てください﹂
︵中川︶
﹁都市対抗では︑最後にお互いがエール
を交わして試合が終わりますよね︒そん
な清々しい舞台で︑より多く勝つ試合を
見たいです︒自分たちの存在が少しでも
勝利への後押しになるなら︑本当に嬉し
いです﹂
︵末吉︶
﹁グループ会社はそれぞれに﹃トップを
獲る﹄という意識の中で頑張っていると
思いますが︑野球部もその中の一つだと

くれる曲 になってほしいと願っていま
す︒良い意味で︑作った者の手を離れ︑
知らぬ間に勝手な合いの手が入ったり︑
勝手なフリがついたりと︑セガサミー野
球部に関わるすべての人が﹃自分たちの
曲﹄という感覚を持てる曲になれば最高
です﹂
︵北村︶
そして︑応援歌を背に数々のドラマを
生み出してくれるであろう野球部へはこ
んな言葉を送る︒
﹁是非︑テッペン︵頂点︶を獲ってくだ
さい！ 野球は勝負事ですから結果はど

Takeshi Kitamura

入社10年目。パチスロサウンドを主に
担当し、これまで初代『北斗の拳』を
はじめ、
『コードギアス』
、
『エウレカ
セブン』
、
『攻殻機動隊』など数
多くの作品を手がけてきた。

ルーターズ応援歌

末吉 淳

サミー株式会社 PS研究開発本部
PSサウンド研究部 プロフェッショナル

Jun Sueyoshi

ーター
サミー
セガ ドクリエ LK】
A
サウン CIAL T
E
P
【S
野 球 部 の応援 は
﹁エンタテインメン
トの要素 がなくて
はいけない︒それ
が大 きな武器にな
ると思 いますか
ら﹂と中川 さんは
言 う︒エンタテイ
ンメントの﹁楽 し
さ﹂が凝縮 された
応援歌︒その新たな曲をもとに応援する
グループ社 員 へ︑制 作 者 たちはこんな
メッセージを送る︒
﹁とにかく個々が楽しんで応援してほし
いですね︒そのための手助けができれば
いい︒そういうスタンスで︑今回︑曲 を
作らせていただきました︒みんなで自由
に︑そして一緒に楽しみましょう！﹂
︵中
川︶
﹁みなさんが大声で新しい曲を口ずさん
でくれて︑結果︑それが勝利打点につな
がってくれたらこんなに嬉しいことはあ
りません︒みなさんで攻撃の大きな波を
作りましょう﹂
︵末吉︶
﹁球場 にいる人 もいない人 も︑
﹃セガサ
ミーの応援はこれだ！﹄と誰もが覚えて

サミー株式会社 PS研究開発本部
PCサウンド研究開発部 プロフェッショナル

笑って勝利を迎える時は︑もう間もなく

心を磨け！ 技を研け！
！
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携帯からでも最新情報を配信中
QRコードから今すぐアクセス！

セガサミーグループは、スポーツを通じて皆様に夢と感動を提供し、文化の発展に貢献します。

北村 武

新しいメロディーとともにグラウンド
とスタンドが一体 になる瞬 間︑そして

携帯電話からのアクセス

選手たちのプレーを後押しするセガサミーの応援歌。
その応援歌に今回、セガとサミーのサウンドチームが
それぞれに制作する完全オリジナルの応援歌が加わる！
サミーによる応援歌は現在制作中で、セガによる応援歌は
今年の都市対抗予選から、グラウンドで流れる予定だ。
新たな応援歌の誕生秘話に迫る！

訪れる︒

＜MOBILE SITE＞

発行日／ 2013年５月13日
編集人／グループコミュニケーション室 広報担当
発行人／中山圭史
発行所／セガサミーホールディングス株式会社
〒105-0021 東京都港区新橋１丁目９－２汐留住友ビル
URL ／ http://athletic.segasammy.co.jp/baseball/（PC）、
http://athletic.segasammy.co.jp/mobile/（携帯）QRコード別添
管理コード／ HPOMJ2241305
デザイン／有限会社フロッグキングスタジオ
表紙写真／政川慎治
編集／日本文化出版株式会社
ライター／佐々木亨

Sports is Entertainment! 〜 We are Entertainers! 〜

！？

入社20年目。数々の野球ゲームシ
リーズを担当し、これまで『完全中継
プロ野球グレイテストナイン』シ
リーズや『プロ野球チームを作
ろう！』シリーズなどを手
がけてきた。

誕生物語
応援歌制作中の手書き楽譜（中川氏提供）
。
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新しい応援歌から
どんなドラマが生まれるか

株式会社セガ
第二CS研究開発部 サウンドクリエーター

これまでの応援歌は︑セガとサミー︑
つまりゲーム︑パチスロ︑パチンコで使
われている曲をピックアップし︑それを
アレンジしたものだった︒だが︑今回の
新作では︑他チームと差別化を図る︑よ
りオリジナル性の強い楽曲を求めた︒セ
ガサミー野球部︑そしてルーターズの完
全オリジナルソングが生まれた︒
都市対抗の応援 は︑企業風土 が顕著
に出るものだ︒それだけに︑セガサミー

Teruhiko Nakagawa

回の曲 に応援 の要素 を全部入 れたいと
思っていました︒都市対抗でイメージす
るのは︑まずはトーナメント戦︒必 ず一
戦一戦勝たないといけない︒だから︑勢
いのある﹃行くぞ！﹄という感じを基本
に︑さまざまな要 素 を考 えていきまし
た︒ た と え ば︑ 応 援 で は 欠 か せ な い
﹃かっ飛ばせ﹄という掛け声の要素︒さら
に︑プロ野球の応援にもある煽る感じの
要素︑リーダーやチアリーダーの方が踊
れる要素︑サビの部分で歌える要素︑合
いの手を入れる要素︑男女どちらでも歌
える要素など︑どれだけのものを詰め込
められるかを考えながら作りました︒今
回は︑野球で例えるならば﹃ど真ん中の
直球勝負﹄で作りましたね﹂
︵中川︶
﹁ 僕 たちは︑お話 をいただいてからグ
ループ内で２週間ぐらいかけてイメージ
を考え︑その後︑コンペ形式でそれぞれ
が曲を持ち寄り︑そこから楽曲を絞り込
んでいきました︒たとえば︑野球の応援
歌にはみんなで一緒に歌えるものがあり
ますよね︒大応援の雰囲気が出るとグラ
ウンドとスタンドに一体感 が生まれる︒
そういうものを意識しながら各自制作を
進めました︒また︑自分の曲で言えば︑
僕は中学校まで野球をプレーする側でも
あったので︑実 際 に打 席 に立った時 に
﹃どういう応援で煽ってもらいたいか﹄を
考えながら曲作りを進めました︒応援歌
は︑入りからテンションが高いものが多

中川輝彦

セガサミーオリジナルの応援歌で、
グラウンドとスタンドが一体になる！

心を磨け！
技を研け

!!

