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新たな船出
感謝の想いを胸に、
多くの人々に感動を届ける。
そして、
悲願の日本一を目指して昇り進んで行く。
創部11年目の２０１６年、
決意を新たにするセガサミー野球部は、
新時代へ向けて大きな一歩を踏み出す。

監督

まずは６年連続の都市対抗予選突破、
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初芝 清

ントになると思います。

そして東京ドームでの勝利を期待して

［監督インタビュー］

―― 監督就任３年目を迎えた今シーズ

初芝 チームとして、また監督として

初芝 今年のチームスローガンは『感

います。
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勝利を目指し
昇り進む

ンのチームは、初芝清監督にどのよう

部 年で８回の本大会出場。ただ、東

意昇進』です。まずは感謝の気持ちを

もそこが大きな課題です。昨年まで創

持って野球に取り組む。会社のバック

初芝 今年は春季キャンプから選手全

京ドームでは勝ち切れない現実があり

に映っていますか。

員が良い表情を見せていました。今ま

もとで日々を過ごし、戦いに挑まなけ

やらせていただいているという思いの

アップがあっての野球部です。野球を

思っています。普段なら「そのボール

ます。敗因は何か。一概には言えませ

は振らないのに……」というシーンが

んが、一つには攻撃陣の変化にあると

が増し、安定感が出てきました。守備

ださる方々に感動していただくプレー

ればいけません。そして、応援してく

思います。特に投手陣は選手層の厚み

への安心感が出てくれば、打撃にも良

多々見られる。地に足が付かない状態

でにない雰囲気でスタートが切れたと

い相乗効果が出てくる。そういう意味

を見せなければいけない。また、選手

るものとは？

状況下では打線につながりも生まれま

―― 今後の野球部に期待す

―― チームとしては 年目。今後の野

責務を全うしたいと思ってい
ます。
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でも楽しみな一年になると感じています。 で、劣勢の中で選手たちは焦る。その

作っていくために、スタンド
とグラウンドの繋ぎ役として

励むか。
『感』という字には、いろんな

よりグループ全体の一体感を

せん。今年はそういう悪循環を払拭し、 たちがそれらをどう感じ取って練習に

て来ました。今後はグラウン
ド側の立場になるわけですが、

をしっかりと持ち、今年は勝利を目指

ルーターズの運営にも携わっ

球部を考えれば、新たな歴史を築くた

る中で野球部との接点があり
ました。また、セガサミー

意味が含まれています。それらの意識

ら一社会人としての教育をす

げることを念頭に置きながら戦ってい

石堂 就任前は総務人事部
という立場で、部員の採用か

選手たちの力を最大限に引き出してあ

球部部長に就任されました。

めにも「 再スタート」となる重 要 な

―― 今年2016年4月1日に野

シーズン。都市対抗では予選突破はも

野球部の
意義と役割」
「

―― 応援するグループ社員のためにも、 して昇り進んでいきたいと思います。

Masato Ishido

きたいと思います。

部長

切って勝ち進むことができるかがポイ

石堂祐人

ちろん、いかに本大会で真の力を出し

［野球部部長インタビュー］

石堂 野球には、グループ社
員がひとつになれる「力」が
あります。セガサミーグルー
プの求心力として、大きな役
割を担っているのが野球部で
す。そうした意義や役割を
しっかりと受け止めて勝利を
目指すチームになってほしい。
昨年までの10年間で野球部
は確実に力をつけて来ました。
さらに強くなるために、今年

2016 年セガサミー野球部年間スケジュール（5 月～）

はもう一皮むけた野球を見せ
てほしい。今年は都市対抗の

5月24日～

第87回 都市対抗野球大会東京都二次予選

大田スタジアム、神宮球場

代表権が昨年の4枠から3枠

7月15日～12日間

第87回 都市対抗野球大会

東京ドーム

に減りますが、その厳しい現

8月～10月

2016 JABA関東選抜リーグ戦（後期）

大田スタジアム 他

8月27日～

2016年度 JABA東京都企業秋季大会

大田スタジアム

実を打破してくれると信じて
います。部長という立場です
が、私自身も大いなる期待を
持ってチームを見守っていき
たいと思います。
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感意昇進

Kiyoshi Hatsushiba

1967年2月26日生。東京都出身。東芝府中
（4年）
、
ロッテオリオンズ～千葉ロッテマリーンズ
（17年）
、
かずさマジック
（コーチ・4年）
を経て、2013年12月にセガサミー監督に就任。

9月19日～

第42回 社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 大田スタジアム

10月12日～

第6回 関東選手権大会

10月29日～11日間 第42回 社会人野球日本選手権大会

大田スタジアム
京セラドーム大阪

※各大会の組合せは、セガサミー野球部公式サイトにてご確認ください。

スマートフォン、
PCの方は セガサミー ベースボール

検索

「絶 対 的 エ ー ス へ」

森 脇 亮 介
Ryosuke Moriwaki

でも脳裏に深く刻まれている。だが、
喜びが大きい一方で、チームを背負
う重圧に苛まれるのが主将だ。試合
に負ければその責任を一身に背負い、
悩み苦しむ。たとえ勝ったとしても、
チームの現状を冷静に見つめる目が
求められる。無論、勝敗のすべてが
主将の責任ではない。それでも、主
将はプレッシャーと背中合わせでプ
レーする。昨年の江藤は、その見え
ない敵と常に戦っていた。
「一年を通して辛かった」
主将として、江藤いわく「大前提」

そ

プラスに転化しようという気持ちの
余裕がある。その結果、視点が変わ
り視野が広がった。
「それは野球の技
術に必ず生きてくる」とも力強く言
う。そして、こう言葉を加えるのだ。
「誰もが味わえるわけではない主将
の経験は自分の財産になる。今は、
はっきりとそう言えます。そういう
中でどんなプレーができるのか。今
年は自分自身に期待しています」
その表情は頼もしく、輝いている。

地を救えなかったことが「本当に悔
しかった」と語る。
「昨年は悔しさで始まり、悔しさで
終わったシーズンでした」
その経験は、絶対的エースになる
ための試練であったのだろうか。試
練は、それを乗り越えることができ
る者にしか訪れないという。試練と
戦った末にはじめて手にできる真の
成長を森脇は追い求める。今年はプ
ロのドラフト解
禁年でもあるが、
「 足 も と を 見つ
めてやっていき
たい」と語る姿
には、浮ついた

「心の中では泣いていました」
やっとチームに貢献できた――。
昨年の江藤を象徴するシーンだった。
今年も主将としてグラウンドに立
つ。だが、その心境は昨年とは違う。
「若い頃は『プロに行きたい』とガ
ムシャラにやっていましたが、今年
は中堅と言われる４年目です。プロ
を諦めたわけではありませんが、今
年 は 昨 年 以 上 に チ ームの た め に プ
レーしたいという思いが強い」
主将として「責任感が増した」と
も明言する今年の江藤には、重圧を

中で持ち味は十分に見せた。
後半戦になると、チーム内の誰も
が認める先発の一番手に。だが、シー
ズン最後の公式戦となった日本選手
権で、森脇は大きな屈辱を味わうこ
とになる。それは日立製作所との２
回戦だ。同点で迎えた９回裏、一死
満塁のピンチで登板した右腕は、フ
ルカウントからの犠飛でサヨナラ負
けを喫した。「力が入り過ぎて」
ショー
トバウンドになった初球からもわか
るように、極度の緊張と高揚感が森
脇のピッチングを狂わせた。投じた
６球すべてがストレート。こだわり
続けた勝負球を打たれ、チームの窮

の都市対抗と日本選手権の本大会出
場を決めて安堵する自分がいた。だ
が一人の選手としては、公式戦の打
率が一昨年の３割５分を大きく下回
る１割７分６厘。３番という打順に
座り続けながら、バットでチームの
勝利に貢献できずに苦しみ続けた。
そんな中、シーソーゲームとなった
都市対抗東京都二次予選の第四代表
決定戦
（NTT 東日本戦）
では、７回
裏に一時は勝ち越しとなる適時二塁
打を放って二塁ベース上で雄叫びを
上げた。

の ピッ チ ン グ
は、まるで高性能
かつパワフルなエンジン
を搭載したスポーツカーの
ようだ。究極の造形美を追求する小
さなボディと爆発的な出力。そのイ
メージと、１７４センチの細身な体
から最速１５０キロの速球を投げ込
む森脇亮介のピッチングが重なる。
新人だった昨年は、溢れる才能で
ポールポジションを掴んだ。
「社会人
野球のレベルに慣れるところから始
まった」春先は結果を出せずに苦し
んだが、都市対抗東京都二次予選か
らはエース格として君臨。予選前に
右腕の振りを「コンパクトにした」
ことが上昇のきっかけだった。都市
対抗本大会でも初戦で先発。チーム
は敗れたが、自己最速をマークする
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江 藤 圭 樹

様子はない。
「良い意味で自信を持って挑みたい
と思いますが、先のことは考えずに、
勝利につながるピッチングをしたい。
先発なら完投を目指し、最低でも７
回まではしっかりと投げたい」
登板機会こそ多かったが、昨年は
公式戦での勝ち星を手にしていない。
ゆえに、今シーズンを前に「一番近
い目標は公式戦で勝つことです」と
語っていたものだ。
公式戦初戦となった東京都企業春
季大会の NTT 東日本戦。先発の森
脇は８回表まで被安打３の無失点と
好投した。完封目前の９回表に２点
を失ったが、
一つの目標だった「１勝」
を手にした。滑り出しは上々だ。今
年はさらにアクセルを踏み込み、爆
発力を見せてくれる予感が漂う。

「主 将 とし て の 責 任 感」

主

将はチームのシンボリックな存
在だ。エースや４番打者、また
は試合になれば勝利投手や決勝打を
放った選手がクローズアップされる。
それでもやはり、監督という特別な
存在を除けば、チームにおける主将
という立場は常に大きな存在として
見られる。江藤圭樹は一昨年の都市
対抗終了後からその肩書きを背負う。
年秋の日本選手権では、チームを代
表して準優勝杯を手にした。それは主
将の特権であり、江藤にとっては忘
れることのできない喜びとともに今
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Yoshiki Eto

前から高かった。１年目の昨年は、
もっと「自分」というものを積極的
に 出 し て 行 け ば よかった と 、後 に
なって感じました。後半戦こそ出場
機会が増えて結果を出すことができ
ましたが、前半戦は自分でチャンス
を潰してしまったという思いが強い。
今年は昨年の反省も踏まえて、「自
分の色」を出しつつ、試合ではしっ
かりと声を出してチームを動かして
いる雰囲気をグラウンドで見せてい
きたいと思っています。
――捕手のプレースタイルはそれぞ
れに違い、特にリード面において特
徴が見えるものです。互いのリード
をどう分析していますか。
須田 喜多は、慎重なリードを見
せる一面もありますが、基本的に
は「ガツガツいく」タイプだと思い
ます（笑）。
喜多 いや、強気なリードをするの
は 須 田 さんのほ う で す 。自 分の プ
レースタイルを貫いている感じがし
ます。
須 田 確かに、僕のほ う が強 気 な
リードかもしれない（笑）。ただ、
ピッチャーの状態や心理はしっかり
と考えていますよ！ と言うよりも、
リードをする上で一番考えているの
は、打者のこと。狙い球は何か。打
席での表情をしっかりと見ることを
心がけています。
喜多 僕も同じです。一打席、また
は一球ごとに打者の反応を見極める

22
田さんのプレーから学ぶことは多い。
須田 そうなんだ！ でも、今年の
喜多はキャッチングが上手くなりま
した。僕も負けないように頑張らな
ければいけません。
――良きライバル関係でもある二人
にとって、今年はともにプロのドラ
フト解禁年という大事なシーズンで
もあります。
須 田 プ ロの 世 界 は 目 指 し た い と
思っています。ただ、チームが勝た
な け れ ば プロの 道 も ない。いかに
チームを勝利に導けるか。今はそれ
だけを考えています。
喜多 僕も同じです。チームを勝た
せられる捕手にならなければ、活躍
したとは言えない。まずはチームの
勝利が最優先。その上でプロを目指
したいと思っています。

K ita

。
出身
阪府
。大 高校。
生
日
5
比
賀気
年1月
1996 右打。敦
右投

R yo ta

力が捕手には必要だと思います。
須田 たとえば、捕手には一貫して
慎重なリードをするタイプもいます。
もちろん、冷静な判断力と分析力が
必要ですし、時には慎重なリードが
最善の策になるケースはありますが、
それだけでは面白くない。
喜多 確かにそうですね。たとえば
打者の弱点がわかっていれば、その
苦手なコースや球種をピッチャーに
徹底して要求することはあります。
ただ、試合の流れや、その時々の打
席の変化に対応することは捕手には
大切なこと。僕は安全策ばかりを考
えるのではなく、果敢に攻める姿勢
も見せながら、次につながるリード
をしたいと思っています。

―― 今 年 も厳しい都 市 対 抗予選が
待っています。勝利を手にするため
には、二人の力は必要不可欠です。
最後に今シーズンの戦いに向けて、
改めて思いを聞かせてください。
喜多 捕手としての一番の喜びは、
試合に勝った時です。今年の都市対
抗では東京都二次予選、そして本大
会でもマスクを被って多くの喜びを
味わいたい。そして、東京ドームの
大歓声の中で、ホームランも打って
勝利に貢献したいと思います！
須田 僕にとっての喜びは、相手に
得点を与えずに完封で勝利した時で
す。今年はそんな試合を数多く経験
して、ピッチャーとともに最高のハ
イタッチをしたい。「勝たせられる
捕手」を目指して頑張ります！

身。
県出
千葉 正大学。
。
立
日生
月27 明高校→
年10
1992 。千葉黎
右打
右投

i S uda
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須
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多
喜
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平
凌
田

で言えば、新しくコーチに就
任された捕手出身の椎木（匠）
さんの存在が大きい。
椎木コー
チから教わるスローイングや
キャッチング、または配球や
捕 球 時 の下 半 身 の 使い方 と
いった一つ一つが新鮮です。
そういった環境で新しい技
術も身に付けながら、今年
は捕手らしさを前面に出
し、その上で自分の持ち
味だと思っている打撃
で もア ピールで き る
シ ー ズン に し たい と
思っています。
須田 正捕手への意
識は僕 もシーズン

熾

、
では
時代
校
高
気比
録した
敦賀
を記
た
打
し
塁
果た
も本
強を
手。
地で
４
聖
園
太選
て
亮
し
甲子
多
と
、
の喜
打者
手は
強打
４番
クは
。
平選
凌
強肩
トワー 力は高い
須田
ッ
の
フ
合
方
と
総
一
の
イング
して
スロー 、捕手と
、
た
し
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判で
安定
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シー
評
今
ら
上げ
を
代か
人が
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時
二
乗
な
大学
に名
そん
立正
争い
手
捕
な正
熾烈

――まずはそれぞ
れの２０１６年に
懸ける思いから聞か
せてください。
喜 多 昨 年 ま で は、
指名打者や代打の出場
はありましたが、ほと
んど捕手としての実績は
ありませんでした。特に
昨 年は、チーム方 針から
内外野に挑戦する時期もあ
りました。ただ、今年は「捕
手一本で勝負する」という思
いを強く抱き、改めて捕手の
技術を磨くためにシーズン前
から意識を高く持って練習に取
り組んできました。また、変化

――捕手としての考えは互いに通ず
るものがあるようですが、もともと
の性格も似ているのでしょうか？
須田 いや、性格は似ていないと思
います（笑）。喜多は、意外と繊細。
僕は基本的に小さなことはあまり気
にしない性格ですから。
喜多 僕も「気にしない」ほうだと
思っていたんですが……、そう言わ
れると「気にする」性格かもしれま
せんね（笑）。
――同じポジションということもあ
り、それぞれに互いを「気にする」
ことは多いと思います。
喜多 意識はしますが、須田さんは
スキルが高いですし、大学時代の経
験値もあって捕手として学んできた
ことが多い。だから、低めのボール
を捕球するグラブの使い方など、須

つ、
つ
出し して
を
の色 声を出
台頭
い
分
の
た
自
手
若
りと ていき
えた
か
迎
っ
を
し
かし
禁年
動
解
を
フト
ドラ
チーム

れる
ら
たせ
勝
ば、
を
れ
ム
なけ ない
チー
ら
にな は言え
手
捕
たと
し
活躍
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正
な
烈

捕

手

い
争

昨

イ

た２打席の内容が、チームの求める
ものではなかったことが要因だった。
大会直前のオープン戦では鋭い打球
を連発し、高い出塁率をマークして
いたが、大舞台での１打席目は高め
のボール球に手を出して凡退。２打
席目も、同じようにフライアウトに
討ち取られ、本来の打撃は影を潜め
た。
「全国の舞台。
浮ついた気持がなかっ
たと言えば嘘になります。同じ失敗
を２度も繰り返してしまった」
悔しさと情けなさ。
「昨年 年間
のすべてが出たような試合でした」
とも砂川は言う。
だが、その日本選
手権には一つの光明があった。日立
製作所との２回戦。追い詰められた
９回表、二死一塁から代打で出場し
た砂川は同点打となる右翼線三塁打
を放った。結果的にチームは敗れた
が、シーズン最後の公式戦で放った
一打は、砂川にとって大きな財産と
なった。
「あの一打でシーズンを終えられた
のは大きかった」
良いイメージのままに過ごした昨
年のオフシーズンは充実した練習が
できた。２年目の今シーズンは、そ
の成果がはっきりと見える。新たに
三塁のポジションにも挑戦する中で、
チームの中心選手になりつ
つある。
「今年は自分自身を

信じてプレーします。それだけ練習
をしているという自負がありますし、
それが気持ちの余裕にもつながって
います」
打率は３割５分。盗塁数は「チー
ムで一番を目指したい」という今シー
ズン。レギュラーとして、駒澤大時
代の定位置でもあった『１番』の打
順での出場機会が増えるだろうか。
「今年はやります！ １年間を通し
てレギュラーとして活躍し、チーム
の勝利に貢献します」
自信に満ちたその言葉に大きな希
望を感じる。

8
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1

プレーするつもりだ。
全力プレーは昨年と何ら変わらな
い。さらに今年は、昨年以上にチー
ムが若返ったことで、勝利に直結す
る結果にこだわりたいと本間は言う。
「先輩だけに頼るのではなく、若い
選手がチームを押し上げる力が必要
です。その一番手になれるように昨
年以上の成績を残したい。その結果、
プロの道が切り開かれれば嬉しい」
左打席からの強打が勝利をもたら
す。今年はそんなシーンが、どれだ
け見られるだろうか。
「任せてください」
チーム一の元気印でもある本間に
は、自信が漲っている。

Ryo Honma

砂 川 哲 平
12

メージは出来ていた。
持ち味と言える高い出塁率を
誇る打撃を磨く。軽快な守備の精度
をさらに高め、自慢の脚力もしっか
りとアピールする。その上で、レギュ
ラーとしてチームの勝利に貢献する
つもりだった。だが、入社１年目の
昨年は、
そのイメージとは程遠く「本
当に苦労した１年間でした」と砂川
哲平は振り返る。
出場機会が巡ってきても本来の力
を出し切れなかった。ミスをしては、
落ち込む日々。精神的な脆さがあっ
た。象徴的だったのは、昨年の日本
選手権初戦
（フェデックス戦）
。遊撃
手としてスタメン出場を果たしたが、
試合途中でベンチに退いた。正確に
言えば、交代させられた。巡ってき

合では２安打を記録。その数字が示
す通りに、昨年は主に１番打者とし
てレギュラーを張り十分な働きを見
せた。公式戦の通算打率は、チーム
トップタイの３割５分２厘。
「第一打
席でヒットが出れば、その後の打席
もヒットが出る確率が高かった」打
撃で存在感を示した。
高まった経験値――。
その力に加え、２年目の今年は体
つきが逞しくなった。目を引くのが、
その腕周りの太さだ。周囲からも
「太
くなったね」と言われる。上腕もさ
ることながら、打撃で重要になって
くる前腕の強さも増して、昨年以上

本 間 諒
「チ ー ム 一 の 元 気 印」

「自 分 自 身 を 信 じ て」

Teppei Sunagawa

年の都市対抗東京都二次予選。
延長 回の末に逆転サヨナラで
勝利した NTT 東日本との第四代表
決定戦は、
入社１年目の本間諒にとっ
て忘れられない記憶となった。
「人生で一度あるかないか。それほ
どの試合でした」
関東第一高校時代も、同じような
経験があった。終盤の３点差をひっ
くり返し、逆転で甲子園出場を決め
た３年夏の東東京大会決勝だ。だが、
「昨年の代表決定戦は高校時代を超
える試合でした」と話す。
これまでの人生で味わったことの
ない緊張感と高揚感があったその試
の活躍が期待される。本間自身もそ
の期待を感じながら、さらなる飛躍
を誓う。
「相手チームに警戒される中でも、
しっかりと打率を残したい。その上
で、打点につながる長打を昨年以上
に打ちたい」
昨年の本塁打数は３本。だがそれ
はオープン戦でのもの。公式戦では
記録することができなかった。それ
だけに「今年は勝負所での一発（本
塁打）も打ちたい」と話す。
大卒２年目の今年は、プロのドラ
フト解禁年という大事なシーズンで
もある。プロへの意識がないと言え
ば嘘になる。ただ、あくまでも本間
は「チームの勝利」を第一に考えて

32
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近

正

そんな経験も若い選手に伝えてい
きたいという。プロでは「好きだっ
た野球が嫌いになった」時期もあっ
た。高いレベルに跳ね返され、光が
見えずに悩んだこともあった。その
勝負の世界の厳しさもまた、彼だか
らこそ伝えられるものだ。さらに、
赤堀はこうも言う。
「今は野球に携われる幸せを感じて
います。多くの人に支えられながら
野球ができることがどれだけ幸せか。
そういうことも伝えていきたい」
プレーヤーとしての周囲の期待は
大 きい。プロ経 験 者 とい う プ レッ
シャーがあるのは事実だ。それで
も、赤堀はきっぱりと言う。
「まだまだ技術的に
上手くなりた
いですし、チームを強くしたい。そ
の姿勢で野球と向き合っていきたい」
自身の成長を求めながら、プロで
の経験を最大限に活かしてチームを
常勝に導く。そして、日本一を狙う。
使命に燃える赤堀に対し、チームの
誰もが「存在は大きい」と語る。
リスタート――。今はもう迷いは
ない。赤堀の野球人生は再び、セガ
サミーとともに動き出している。

チームを支える。そんな寺島は、
「ト
レーナーとして選手の気持ちを高め
ることも重要な仕事」だと語り、こ
う続ける。
「 選 手 との 会 話 では 意 識 的 に ポ ジ
ティブな話をしますし、彼らの声や
要望をしっかりと聞き入れることを
心がけています」
トレーナーは、今や欠かすことの
できない戦力だ。寺島は言う。
「僕は勝利を目指すチームや選手た
ちの夢に乗る立場です。だからこそ、
選手の体をしっかりと見続けたい。
今年もチームとともに戦います」

10
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サミーに恩返しをしたい」という思
いも重なり、後者を選んだ。
４年ぶりの古巣復帰だ。
赤堀にとっ
て、同期の神野達哉や先輩の川端裕
也、富田裕貴の存在は大きかった。
温かく迎え入れてくれた仲間たち。
だが、以前とは立場が違う。今年で
歳という年齢も関係するが、若手が
多いチームでは試合でのパフォーマン
ス以外にも求められるものがある。も
ちろん、赤堀自身は自覚する。
「時には厳しさを持って、若い選手
と接していきたい」
たとえば、プロとアマチュアの差
は何か。それは「意識の差に尽きる」
と赤堀は語る。
「一流選手になればなるほど、こだわ
りを持っている。執念を持って技術を
突き詰める。意識を高く持って取り
組んでいる選手が多いの
がプロの世界だ
と思います」

10

直、迷いはあった。
３年間在籍した横浜 DeNA
から戦力外通告を受けたのは昨年
月４日のことだ。
「できることならプ
ロで勝負したい」
。その一方で、戦力
外 と 言い 渡 さ れ た そ の日 の 夜 に か
かってきた電話への思いが、日増し
に強くなっていった。
「もう一度一緒
に野球をやらないか」
。副部長の撰田
篤からもらったその言葉を思い出し
ながら、赤堀大智は語る。
「プロでやり残したこともありまし
たし、結果を残せなかったという不
甲斐なさもあった。でも、撰田さん
の言葉を受けて、自分が必要とされ
ていることへの嬉しさ、そしてやり
がいを感じました」
プロ野球の 球団合同トライアウト
を受けるべきか。
それとも、２０１０
年からの３ 年 間 を 過 ごしたセガサ
ミーで野球を続けるか。その選択の
狭間で心は揺れたが、最後は「セガ

だきました」
社 会 人 野 球 に 携 わ るのは 初 め て
だった。その経験が生き、その後は
沖縄電力を１年間担当。時を経て、
一昨年の 月にセガサミー野球部の
チームトレーナーとなった。
その仕事は多岐にわたる。投手陣
の ト レ ーニ ン グ や ラ ン ニ ン グ の メ
ニューを考えるのが主な仕事だが、
マッサージや針治療での体のケア、
さらに食事トレーニングに関しても
大きな役割を担う。春季キャンプで
は、朝からグラウンドでトレーニン
グのサポート、夜には 人程度のマッ
サージをするのが日課だ。１日の仕
事が終わるのは 時頃。フル稼働で
23
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みたい』と思うようになりました」
３ 年 夏 の 県 大 会 前 か ら チ ーム サ
ポートにまわった寺島は、練習では
裏方の仕事を積極的に行い、ベンチ
入りメンバーのマッサージもやるよ
うになった。高校卒業後は早稲田医
療専門学校に入学。鍼灸に関する知
識と技術を３年間学んだ。その後、
トップアスリートをサポートするス
ポーツトレーナーが数多く在籍する
スポーツ治療院に入社。トレーナー
としての人生を歩み始めた。
奇しくも、セガサミー野球部とは
その１年目から接点があった。
「もう 年前になりますね。研修の
立場でチームをサポートさせていた
10

赤 堀 大 智
Arata Terashima

12

代スポーツにおけるスポーツト
レーナーの重要度は年々高まっ
ている。野球界でも職業としての認
知度は高まり、高校や大学で現役を
終えた“元選手”の「目指したい職業」
の一つになっている。現在、チーム
トレーナーを務める寺島新もまた、
元選手の一人だ。
寺島がトレーナーを志したのは長
野県の佐久長聖高校時代。強豪野球
部では出場機会に恵まれず、高校最
後の夏にメンバー外になり、卒業後
の道を真剣に考えるようになった。
「選手として怪我が多くて、トレー
ナーと接する機会が多かった。その
経験もあって『トレーナーをやって

11

Daichi Akahori
（トレーナー）

「古 巣 復 帰 に 懸 け る 思 い」

寺 島 新

6
「チ ー ムととも に」

蠣﨑 透夏

株式会社ダーツライブ
コーポレート本部 人事部

株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 人事部 人事チーム

Kiyoko Hijikata

Yukina Kakizaki

土方 規寄子

―― 社会人野球最高峰の大会「都市対
抗野球大会」
初優勝に向けて、
里見治紀
社長を囲んでの熱烈応援座談会を企画
しました。グループ社員として野球部
の応援に力を注ぐお三方に、野球部に
対する熱い思いや応援する職場の雰囲
セガサミー野 球 部 創 部 当 時

気を語っていただければと思います。
矢島
ングスで勤務していました。私自身、

（2006 年）
、私はセガサミーホールディ

が、勤務先でセガサミー野球部のメン

野球の経験はほとんどなかったのです
バーと出会ってから、野球熱が高まり
ました。話しかけたら真面目に頑張っ
熱い。話しているうちに、私も応援に

ていて、野球に対する気持ちがすごく
行くことになり、段々その魅力のとり
こになっていったわけです。球場では、
ルーターズにも負けない、いちばん大
それで、この座談会にお声が掛かっ

きな声を出していると自負しています。

土方 私は、学生時代にチアリーディ

たと思っています（笑）
。
ングをしていて、もともと応援すること
が好きでした。ダーツライブに入社し
たときの同期がルーターズに入り、同
期と一緒にスタンドに行くうち、いつの
ダーツライブにも昨年から野球部員が

間にか応援の常連になっていました。
配属され、人事部で一緒に仕事をしてい
見るのも好きというスタッフが多く、一

ます。職場には野球をプレーするのも、
緒に野球の応援に行っています。応援
をするのがすごく楽しい時間です。

のあと、ご飯を食べながら、野球談議

蠣﨑 私も土方さんと同じように、同
期がルーターズに入っていたので、野
球部の応援に行ったのがはじまりでし

ていく中で、応援にもさらに熱が入っ

何人も配属されているので、仲良くなっ

しくなりました。職場には野球部員が

は音量が違いますからね。

土方 大田スタジアムと東京ドームで

いっぱい聴きたいですね。

今年は東京ドームで「サクラ大戦」を

合も感動しました。あのときの大久保

犠牲フライで都市対抗出場を決めた試

長 回の裏、代打の大久保泰成選手が

表決定戦）で、ＮＴＴ東日本を相手に延

昨年の都市対抗東京都二次予選 （第四代

た。それから、どんどん試合観戦が楽

ていきました。試合ではかなり気持ち
里見 オリジナリティあふれる応援曲

業で大活躍をしています。

都市対抗の予選に入ったらどうなるだろ

り出しの練習試合の調子がよくなく、

ドやエクセルを駆使して、オリジナル

受けた宮川選手が、練習の合間にワー

す。ある日、社員から筋トレの相談を

変わってきたのを感じます。宮川選手

土方 私は 年度入社で、この年は東

の筋トレメニューを考案してきてくれ

的に関わる仕事をやってもらっていま

応援合戦のときには、すごくユニーク

うと心配していました。案の定、第四代

員と野球部との距離をグッと近くした

たこともありました。彼の存在は、社

には人事部員として、他の社員と積極

ですね。ほかの企業チームのものは一

日本大震災の発生で、都市対抗が大阪

行きたいけど行けない状況で、会社で

表決定戦のギリギリまでいって、応援に

蠣﨑 セガホールディングスには野球

と感じています。

たのですが、トヨタ自動車に負けてし

般的でほかのチームも使うような応援

ダーツライブ大阪支社の方たちと一緒

（京セラドーム大阪）で開催されました。

ずっと悶々としていました
（笑）
。出場が

ら、ぜひわが職場にと熱望して、今は

都市対抗野球の舞台である東京ドーム

曲が多い中で、われわれの応援曲は非

に応援に行ったのが思い出に残ってい

――蠣﨑さんから職場の話が出ました。

決まったときは、本当にホッとしました。

流すように、基本的にはセガやサミー

はもちろん、（東京都二次予選の）
大田スタ

常に存在感があると思います。

ます。受付がものすごい長蛇の列になっ

里見 私は小学校のときに野球をやっ

ジアムなどにも応援に行っています。

――創部 年で、都市対抗８度出場。日

ていました。

念だった思い出です。昨シーズンは、滑

が経営統合した際 （２００４年）に、文
本選手権には４度出場し準優勝１度と

まったのが、（決勝戦進出で）
うれしくも残

化の異なる両社の社員が一緒に応援で
いう実績は素晴らしいことです。皆さ

ドで見たままの熱い仕事っぷりで、営

きるスポーツチームを作ろうというこ

矢島 私もよく覚えています。前の試

セガトイズにいます（笑）
。 グラウン

とで誕生しています。
「セガサミー」と

んが応援してきて、記憶に残っている

で商品化したゲームやパチンコ、パチ

いう名称の付いた事業会社は少なく、

矢島 私はいちばん悔しかったのが

場面は？

スロの楽曲をモチーフに使っています。

商品にはセガやセガトイズ、ダーツラ

て、野球には観ている人の胸を熱くす

として意識を持つことができる。そし

応援では、セガサミーグループの社員

まだ馴染みが薄い。しかし、野球部の

いるので、
「セガサミー」という名称は

うれしかったのは 年の都市対抗１回

くらいショックでした。逆に、すごく

ナラ負け。夢なら覚めてほしい。それ

回裏に連打を浴びてまさかの逆転サヨ

勝利を確信していたと思いますが、９

です。最終回３点リード。多くの方が

年の都市対抗２回戦、ＪＦＥ東日本戦

半くらい待って、ドームの中に入りまし

営は大変そうでした。僕たちも１時間

数を入れ替えなくてはいけないから、運

すよね。退避スペースがない中でその人

はそれより７０００人くらい少ないで

くらい入りますが、京セラドーム大阪

ムは（１チームの応援席が）
２万５０００人

合が延長に突入して。しかも東京ドー

のメンバーがエールで送り出します。

たが、今となっては良い思い出です（笑）
。 意気込みを話してもらい、ルーターズ

なると全体朝礼を開いて、野球部員に

ちになります。セガトイズは大会前に

りいっそう応援しようかなという気持

ているからこそ野球の話が聞けて、よ

ないかでも違うと思います。配属され

矢島 野球部の選手が会社にいるかい

すが？

応援する雰囲気も違うような気がしま

それぞれ職場が異なるので、野球部を

とにより、すごく親近感がわきますね。

里見 確かに野球部員が職場にいるこ

もいますね（笑）
。

ロアからわざわざ声をかけにくる社員

勢の社員が声をかけています。違うフ

部員が試合から帰ってきたときも、大

んなで大きな声で応援しますが、野球

社員の数も多いはずです。球場ではみ

れが別々の部に配属されているだけに、

や広報部、ライセンス部など、それぞ

部員が７人配属されています。人事部

また、セガトイズの佐々木章人社長も

ロ野球選手になることもあるわけです。

また、最近まで隣に座っていた人が、プ

社員の関心も高く、応援に駆けつける

るシーンがあります。エンタテインメン

戦。日本通運にリードを許す中、宮﨑

野球が大好きなので、
「行ける人は行
手権決勝まで進んだのは、本当にうれ

す。思い出というと 年の秋、日本選

過去、３番 （前出の宮﨑選手）と５番 （赤

敏郎選手 （現・横浜Ｄｅ ＮＡベイスターズ）

け！」と号令をかけ、背中を押してく

堀大智選手／元・横浜ＤｅＮＡベイスターズ）

の満塁ホームランが出て逆転勝ち。セ

しかったです。しかも、同期の佐藤貴穂

がプロ入りした年もあれば、左右のエー

だと思います。

ス（左：大山暁史投手／現・オリックス・バファ

れます。非常に応援に行きやすい環境
土方 身近な人がグラウンドで活躍す

ムファイターズ）が行ってしまった年もあ

ローズ、右：浦野博司投手／現・北海道日本ハ

会場が大阪だったので応援には行けな

イブには昨年から宮川和人選手が配属

るのを見るのは違いますね。ダーツラ

かったのですが、 回戦からずっと速報
決勝戦は、セガの大会議室のスクリーン

1

14

をネットでチェックしていました。でも

捕手と澤良木喬之選手が活躍しました。

会だと考えています。

シンボルチームとして、
野球部には
期待しています （里見）

矢島 特に都市対抗のスタンドでは、

08

ガサミー球史に残る勝利でした。また、

11

12

気持ちがひとつになるのを感じます。

蠣﨑 私も土方さんと同じ 年入社で

有する意味でも、野球は非常にいい機

11

トを生業とする私たちが、
「感動」を共

セガサミー野球部は、セガとサミー

イブなど各社のブランド名を使用して

番でした
（ 笑）
。だから野球は好きで、

12

ていて、弱小チームのピッチャーで５

私は期待する選手が
いっぱいいます （蠣﨑）

が入ってしまい、
（得点時の「
）サクラ大戦」

で、職場の皆さんと一緒に観戦しました。 されていますが、やっぱり応援の熱が

Genichiro Yajima

ここで勝てば、さらに大盛り上がりだっ

矢島 源一郎

選手の印象が強烈で、話しかけてみた

株式会社セガトイズ 上席執行役員
コーポレート本部 本部長

らイメージ通りの「イイ男」
。引退した

Haruki Satomi

得点が入ったときに「サクラ大戦」を

里見 治紀

が、うちの応援の特徴でもあります。

都市対抗優勝を目指して！
これまでセガサミー野球部を見守ってきた、
里見治紀社長とグループ屈指の熱烈ファンが、
野球部と応援の魅力について語り合いました。

歌ってしまうくらいです（笑）
。

目指せ日本一！
熱い応援、待ってろよー

が流れると、ルーターズと肩を組んで

株式会社セガゲームス／サミー株式会社
代表取締役社長

10

12
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13

里見治紀社長 座談会

すが、それが野球部員やグループ社員

りました
（笑）
。野球部の戦力は落ちま

いですね。あとは森脇亮介投手。大柄

上げて、主力になってきたので応援した

苦悩の時期が続きました。徐々に打率を

います。入社当初はスタメンになれず、

す。ボールをミートするのがうまく、

ほかにも、本間諒選手に期待していま

を被れるくらい頑張ってもらいたい。

身近 な 人 が
活躍するのを見るのは
違いますね （土方）
m
a
e
T

て応援を先導していく経験が自信にな

動くようになる。グループの代表とし

となり、声に張りが出て、キビキビと

て帰ってくると、背筋が伸びてシャキッ

す。心もとない新人が、
ルーターズに行っ

研修の一環としていい効果をあげていま

木選手と同じポジションになったため、

ということで宮川選手です。ただ澤良

土方 私は、ダーツライブの期待の星

ら生まれるの？」って言うんですけど。

「１５０㎞を投げられるパワーはどこか

矢島 今の蠣﨑さんの発言で、だいぶ

たいですね。

投手や横田投手にも盛り返してもらい

き続き頑張ってほしいのと、前原侑宜

で、ピッチャーは森脇投手が今年も引

砂川哲平選手にぜひ守ってほしいです。

うが１５０㎞投げそうですね（一同、
笑）
。 たが、今年は同じフロアで働いている

蠣﨑 体型的に言うと、矢島さんのほ

スタメンが決まりましたね（笑）
。

オンスターズ）がスタメンを張ってきまし

で坂本一将選手 （現・独立リーグ、石川ミリ

てもらいたいです。ショートは昨年ま

持っているはずです。グループの一体感

優勝しているので、それだけの実力は

らいたい。２年前には日本選手権で準

抗野球大会には何としても出場しても

感じるようです。それだけに、都市対

セガサミーグループの結束力を肌身で

企業なのに、応援に来ているのはセガ

Ｂを含めた関係者が何十万人も住む大

援がいる！」
って。相手は関東近辺にＯ

「球場に行ったら、こんなにいっぱい応

ムへ行くと、驚く人が多いみたいです。

望選手が大躍進する中、ベテランとして

出場を逃したのは残念ですが、若手の有

にメダルを獲得した２００ｍバタフライ

800ｍフリーリレーの代表です。過去

４大会連続出場を決めました。今回は

います。松田選手はこれでオリンピック

員が一体になって応援しているのを見て、 決めた松田丈志選手とも所属契約して

サミーの方が多い。しかも、グループ社

の意地を見せてくれました。よく頑張っ

手との所属契約、
そして先日、
リオデジャ

ゴルファー・丸山茂樹選手や諸藤将次選

出塁率も高いので、今年もチャレンジ

が入団することにもなるので、野球部の

の夢につながります。また、新しい選手

り、その自信が業務に活かされているわ
手には、彼らしい堅実なプレーで、存

まだ出場機会が少ないんです。宮川選

里見 詳しいですね。私が期待するの
や士気を高めるシンボルチームとして、
たと思います。リオデジャネイロでも熱

」
や日本障害者クロスカントリース

けです。また、ルーターズでグループ社
在感を示してほしい。昨年の都市対抗

は、まず初芝清監督です。過去の監督
野球部には大いに期待しています。
と一緒に声援を送りたいと思います。

い泳ぎを見せてくれるでしょうし、社員

した社員は、野球部の応援で東京ドー

員間の横のつながりができたり、先輩
東京都二次予選でも出場機会はありま

の方たちは最長３年で勇退しているの
矢島 セガサミーの応援も、ルーターズ

精神を忘れず出塁してほしいなと。も

今後は野球部出身の社員の中から、

方とも知り合える機会になっています。
したが、澤良木選手の存在の陰に隠れ

で、悲願の日本一を達成して、ぜひ３
の頑張りもあって、一体感がありますね。

ビュン投げ込みます。いつも会うたびに、 ちろん主将の江藤圭樹選手にも頑張っ

グループ会社の幹部や社長になれるぐ
矢島 それは十九浦拓哉選手 （２０１３

てしまった印象があります。

年の壁も乗り越えてもらいたいです。

ではないのに、１５０㎞近くをビュン

らいの人材を育てていくことも大切だ
年勇退）がいたときの澤良木選手状態で

選手では赤堀大智選手に期待していま

活性化にもつながるわけです。先ほど

と考えています。そのためにも、野球
すね
（笑）。ポジションが一緒で出場で

ルーターズの話も出ていましたが、新人

部員には、野球と並行して、ビジネス
きなかった。

L
A
N
O
I
T
A
T
I
V
N
I
セガサ

ネイロオリンピックの競泳競技へ出場を

ミーカップゴルフトーナメント」
の主催、

「長嶋茂雄

キーチームへの支援、男子ゴルフツアー

そう高めていってほしいと思います。

スキルやリーダーとしての資質をいっ

土方 （松田選手が）
始球式を務めましたね。

蠣﨑 昨年の都市対抗野球には、松田

里見 今年の始球式は、私が投げよう

選手も応援に駆けつけてくれました。

て声をかけています。

土方 ルーターズの皆さんは客席を走

矢島 大澤隊長がおもしろいからね

り回って、「一緒に応援してください」っ

も体型もかぶっていました（笑）
。私は
ると思います。このプレッシャーを糧
（笑）
。彼にしかできない、一体感を作

す。プロを経験してセガサミーに帰っ

期待する選手がいっぱいいます。若手
最年少の喜多亮太捕手は試合に出る機

にして、活躍してもらいたい。あと、

てきたので、逆にプレッシャーを受け

ですが、皆さんが今シーズン期待して
が多くなってきて、私の同期の澤良木

蠣﨑 そうですね。 人はキャラクター

いる選手は？
選手や佐藤捕手はベテランの領域に

年の彼は本当に凄かった。日本選手権準

また、私が所属する人事部には須田凌

を引っ張ってもらいたいと思います。

入ってきたので、２人にはチーム全体
主なので、活躍してくれればプロへ行

とドラフトに掛かりかけた素質の持ち

会をぜひつかんでほしいです。もとも
でしているといううわさを聞きました

蠣﨑 応援の練習をカラオケ・ルーム

り出す把握術を持っています。
ムを作ったので。

里見 剛速球をズバーンと。ユニフォー

矢島 本当ですか？ ぜひお願いします。

矢島 背番号は？

都市対抗野球大会に思いを馳せて ――

里見 誕生日にちなんで「111」です。

（笑）
。でも、確かに大澤隊長には独特

優勝に導いたあの雄姿を、もう一度マウ

くチャンスも出てくるでしょう。

熱烈応援団に、また熱い季節がやって

――ところで、セガサミーグループで
は、社会人野球以外にも多くのスポー

なオーラがあります。

ツ協賛・支援活動を行っています。

蠣﨑 バッティングもいいし、足も速
―― セガサミー野球部が発するパワーは会

いですね。
社経営にどのような影響がありますか？

Swimming

競泳
20
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ロンドンオリンピック
200mバタフライ銅メダル
4×100mメドレーリレー銀メダル

きた。

里見 近藤真彦さんの
「

る」と断言 する。その根拠 は、リレーは４人
で泳 ぐため、個人レースよりも何 が起こるか
分 からないからだ。ましてや４人 がベストの
泳 ぎをすればタイムもかなり上 がり、金メダ
ルの可能性はグンと高まる。松田自身も、
「選
考会までは自由形とバタフライの両方を練習
していたので、どうしても力 が分散 していた
ところがありました。ここからは自由形一本
に絞 れるから、自分では１秒以上タイムが上
げられるんじゃないかと思っています」と、
〝１秒短縮〞を目標に掲げ、さらにスタートや

４度目のチャレンジ。全力でやり切 りたい」
と決意は固い。
インタビューの最後 に、長 きにわたって応
援・支援 をしてくれた周囲の人々、そして、
セガサミーの皆 さんにメッセージを寄 せてく
れた。
「これまで応援 していただき本当にありがと
うございます。僕 がオリンピックに出場 する
ことで皆 さんには、よりオリンピックが身近
なものに感 じてもらえると思いますし、オリ
ンピックの興奮を僕と一心同体になって味わっ
ていただきたいです。そして、メダルを取 る
歓喜の瞬間を同じように味わってください」

写真：アフロスポーツ

里見 セガサミーグループに中途入社

身長・体重：184cm・80kg

向勝負 を挑んだ。だが、得意 だったラストの
追い上 げで加速することができずに、勝負に
は負けた。
「トレーニングを含 めて考 えられることをす
べてやっての結果 ですから、悔いはありませ
ん 」と きっぱ り。むしろ 今 は、８００ｍ フ
リ ーリレーのメンバー として「 金メ ダル獲
得」にすべてを懸ける方向に気持ちは向いて
いる。
リレー日本代表の金メダル獲得の可能性は
どうか。松 田 は「 今 のメンバーならあり 得

400m自由形8位

輪 での松田の名言「
（北島）康介 さんを手 ぶ
らで帰 すわけにはいかない」になぞらえて、
「丈志さんを手ぶらで帰すわけにはいかない」
と言 われたという。そんな後輩たちの思いを
受け、
「本番でメダルを取って言わせたいです
ね」と、松田は笑顔を見せた。
初めてオリンピックに出場 したときは 歳
だった。生活 のほとんどをオリンピックのた
めに捧 げ、
「僕 の人生 そのもの」と常 に全力
で取 り組 んできた。当然、オリンピックの素
晴 らしさを誰 よりも知っていると自負してい
るし、結果 が出 なかったときのつらさも身 に
染みて分かっている。だからこそ、
「
（リオは）

北京オリンピック
200mバタフライ銅メダル

いちばん大きな声を
出していると
自負しています （矢島）

主な戦績：アテネオリンピック

平捕手がいるので、スタメンでマスク

ンドで見せてほしい。また、以前はセガ

かな。

今年は復活を期待しています。２０１４

矢島 自社に在籍している横田哲投手。

―― 都市対抗野球予選まであとわずか
2

フライでの出場権こそ逃 すものの、８００ｍ
フリーリレーのメンバーとして五輪出場 を決
め、今はそこに向かって集中している。
代表選考会を兼ねた今年４月に行われた第
回日本選手権水泳競技大会に強い思いでの
ぞんだ。しかし２００ｍ バタフライでは優勝
した瀬戸 大 也（JSS毛呂山）
、２位 の坂井
聖人（早稲田大）に３秒近くの差をつけられ
ての４位。ロンドン五輪以降、思 うような泳
ぎができずに苦しい時間 を過ごしてきたが、
それでも予選会の決勝では瀬戸や坂井に真っ

出身地：宮崎県延岡市

リオはフリーリレー一本で
金メダルにチャレンジ！

日本代表最年長としての役割
五輪の素晴らしさを伝えたい

92

悪いことも伝えたいと言う。
「下の世代 が中心 となってチームを作ってい
くので、自分は中心的な役割を担う選手たち
のフォローをしたい。あとは、最年長 の選手
がトレーニングを必死に頑張 れば、若手のい
い刺激になりますから」と縁の下の力持ちに
徹 する覚悟 だ。さらに、日常生活からコミュ
ニケーションを取って、話 しやすい雰囲気作
りを心掛 け、オリンピックというものを具体
的にイメージできる環境を作りたいと話す。
そんな松田に対 して、一緒 にフリーリレー
に出場する萩野公介（東洋大）
、小堀勇氣（ミ
ズノ）
、江原騎士（自衛隊）から、ロンドン五

生年月日：1984年6月23日

12

08

4歳から水泳を始めて27年、
松田丈志はリオを競泳生活の集大成と
位置付けてオリンピックに挑む。
800ｍフリーリレーのメンバーで臨む
リオへの意気込みを語った。

日本選手権を最後に競泳界のレジェンド・
北島康介（日本コカ・コーラ）が現役 を引退
し、松田は競泳日本代表の最年長となってリ
オを迎 えることとなった。しかも今回の日本
は、 名中 名 がオリンピック初代表。若手
の多 いチームに経 験 豊 富 な松 田 は、オリン
ピックの厳 しさ、やり遂 げたときの喜 び、初
めて出場 したときの緊張感 など、いいことも
21

Takeshi Matsuda

12

〝ビニールハウス生まれのヒーロー〞として松
田丈志の名 が一躍 とどろいたのは、アテネオ
リンピックの代表 をつかんだ２００４年 のこ
とだった。あれから 年、松田は現役生活の
集大成と位置付ける４度目のオリンピック、
リオに出場する。
残念ながら、今回は 年の北京、 年のロ
ンドンで銅メダルを獲得 した２００ｍ のバタ

リオへの熱い思い

ターンなどの細かい技術 を磨いていきたいと
金メダル獲得に全身全霊を傾けている。

オリンピックイヤーの挑戦

14
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27年の集大成――
34

松田 丈志

トイズにもいた澤良木選手にも期待して

Challenge to Olympic

Pitcher

島津 瑛向
19

城西大城西高校時代から投手一本となり、2年秋か
らエースとして活躍した島津は、最速141キロの本格派
右腕として注目されたが、3年夏の東東京大会ベスト16
が最高成績。上武大学では2年春にリーグ戦初登板。4
年時の大学選手権では早稲田大学戦に登板。最速148
キロの直球と多彩な変化球を操る長身右腕は1年目の
抱負をこう語る。
「上背を活かしたストレートとフォー
クのコンビネーションで勝負していきたい。与えられた
場所でしっかりと結果を残し、都市対抗では予選、本大
会ともに投げて日本一に貢献したいと思います」

Pitcher

井上 和紀
21

Akihisa Shimazu

1993年9月12日生／ 186cm ／ 85kg
右投右打／東京都出身
城西大学付属城西高校→上武大学
セガ・インタラクティブ 販売管理部

Kazuki Inoue

1993年4月19日生／ 174cm ／ 68kg
左投左打／大阪府出身
帝京第五高校→福井工業大学
サミー 経営管理部

最速142キロを叩き出した愛媛県帝京第五高校時代は、3
年夏に県ベスト16。甲子園出場を果たせずに涙で高校野球
を終えた。悔しさを力に換えた福井工業大学では、1年春の
リーグ戦後半からマウンドに上がる。4年連続で大学選手権
に出場し、先発、中継ぎとして活躍した。持ち味は高校時代
よりも速度を上げた切れのある直球と、チェンジアップ、カ
ーブ、スライダーといった多彩な変化球のコンビネーション。
即戦力として期待される左腕は「1年目は体作りを意識した
上で、都市対抗と日本選手権で先発としてマウンドを経験
し結果を残したい」と意気込みを語る。

今年も頼もしいメンバーがセガサミー野球部に加わった。
本格派右腕・島津瑛向、即戦力サウスポー・井上和紀、
長打力が魅力の根岸晃太郎、勝負強さが光る海保駿輔の精鋭4名。
チームに新たな歴史をもたらすニューフェイスに注目したい。

新戦力紹介

2016 NEW

FACE

Infielder

根岸 晃太郎
30

Kohtaro Negishi

1993年10月25日生／ 180cm ／ 78kg
右投右打／群馬県出身
樹徳高校→日本大学
サミー 生産統括本部

殖蓮中学校まで捕手だった根岸が内野に転向したの
は樹徳高校から。2年秋からは4番・遊撃手として活躍。
3年春には中心選手として群馬県大会準優勝の原動力
となった。日本大学では1年時からベンチ入り。3年春に
は4番・三塁手としてリーグ戦に出場した。正確な打撃
と長打が魅力の右打者は、入社直後の春先から4番に
座る。守備では、高校時代から慣れ親しんだ遊撃手とし
ての経験値が武器。攻守両面で大きな期待が寄せられ
ている根岸は「1年目からレギュラーとして戦力になり
勝利に貢献したい。いずれはプロを目指したい」と高い
目標を掲げて活躍を誓う。

Outfielder

海保 駿輔
24

Shunsuke Kaiho

1993年5月13日生／ 178cm ／ 83kg
右投右打／千葉県出身
拓殖大学紅陵高校→東京情報大学
サミー 営業本部

拓殖大学紅陵高校時代は2年夏から4番打者。3年
夏は千葉県大会準決勝で敗れて甲子園出場こそ果た
せなかったが、持ち前の打撃は各方面から注目を浴
びる。東京情報大学では1年時こそ右肘痛に苦しん
だが、2年春からリーグ戦に出場。その年の大学選手
権で、5番・指名打者として出場した初戦で大学初本
塁打を記録し大舞台での勝負強さを見せた。自身の
持ち味を「積極性のある打撃」と語る海保は1年目の
抱負をこう語る。
「出場機会を増やして戦力としてチ
ームに貢献したい。新人らしい若さもアピールしな
がら、都市対抗に出場して結果を出したい」

17

感意昇進

感意昇進

16

ROOKIE
PLAYERS

外野手

外野手

内野手

内野手

捕手

投手

投手

SEGA
SAMMY
BASEBALL

投手

投手

10

1

23

34

17

14

※掲載データは、公式戦におけるデータ
※プロフィールは上から、生年月日、
身長／体重、投打／出身地、出身校、所属部署

赤堀 大智

神野 達哉

江藤 圭樹

須田 凌平

氏家 優悟

陶久 亮太

前原 侑宜

1991年7月26日生
184cm ／ 72kg
右投右打／神奈川県出身
桐蔭学園高校→東洋大学
サミー 法務部

1987年4月13日生
188cm ／ 90kg
右投右打／静岡県出身
掛川西高校→立正大学
セガ・インタラクティブ
プロダクト業務推進部

1987年6月2日生
185cm ／ 85kg
右投右打／埼玉県出身
埼玉栄高校→立正大学
セガ エンタテインメント
マルチ業務部

1990年8月14日生
171cm ／ 76kg
右投左打／大分県出身
大分商業高校→日本文理大学
セガホールディングス
業務システム部

1992年10月27日生
175cm ／ 75kg
右投右打／千葉県出身
千葉黎明高校→立正大学
セガホールディングス
人事部

1992年11月1日生
177cm／76kg
左投左打／宮城県出身
古川学園高校→
東京国際大学
サミー 経理部

1991年3月2日生
180cm／82kg
右投右打／北海道出身
帯広農業高校→東京農業大学
北海道オホーツク
セガホールディングス 財務部

1991年9月7日生
184cm／81kg
右投右打／鹿児島県出身
出水高校→日本文理大学
サミー 生産統括本部

2015年

※2015年はNPB所属

Akihisa Shimazu

投手

5

高島 秀伍
Shugo Takashima

19 島津 瑛向

6

MEMBER
INTRODUCTION

25 打数 54
9 盗塁 1

試合数
打点

Daichi Akahori

15 本塁打 1
打率 .278
安打

外野手

Tatsuya Jinno

2015年
試合数
打点

外野手

1

17

打数
盗塁

22
0

5 本塁打 0
打率 .227
安打

内野手

Yoshiki Eto

2015年

28
4

試合数

打数

打点

盗塁

102
2

18 本塁打 0
打率 .176
安打

内野手

Ryohei Suda

2015年

14
5

試合数

打数

打点

盗塁

26
2

7 本塁打 0
打率 .269
安打

Yuhgo Ujiie

Ryota Suehisa

2015年

6
勝 0 負 1 奪三振 8

試合数

3

2015年

投球回数

防御率

1.50

2015年

22
勝1
負 0 奪三振 20 防御率 6.55

試合数

試合数

8

Yuhki Maehara

投球回数

勝

4

16
負

50 2/3
36 防御率 1.60

投球回数

1

奪三振

捕手

投手

投手

投手

投手

25

35

20

15

11

21 井上 和紀
Kazuki Inoue

31

内野手

Kohtaro Negishi

26

2

富田 裕貴

川端 裕也

澤良木 喬之

砂川 哲平

佐藤 貴穂

河原 龍平

浦塚 翔太

鈴木 直志

石垣 永悟

1986年8月14日生
182cm ／ 87kg
左投左打／福岡県出身
福岡工業大学附属城東高校→
日本文理大学
セガ・ロジスティクスサービス 管理部

1984年7月18日生
181cm ／ 82kg
右投左打／兵庫県出身
神港学園高校→立命館大学
トムス・エンタテインメント
総務部

1988年7月23日生
184cm ／ 98kg
左投左打／愛媛県出身
済美高校→日本文理大学
サミー 開発推進部

1992年9月4日生
172cm ／ 70kg
右投左打／沖縄県出身
明豊高校→駒澤大学
セガホールディングス 総務部

1989年3月21日生
183cm／88kg
右投右打／東京都出身
春日部共栄高校→東洋大学
サミーネットワークス
総務部

1991年2月27日生
180cm／88kg
左投左打／福岡県出身
西日本短期大学附属高校→
日本文理大学
サミー 総務部

1991年11月7日生
177cm／82kg
右投右打／大分県出身
日田林工高校→
日本文理大学
サミー 営業本部

1992年4月19日生
176cm／70kg
右投右打／東京都出身
東亜学園高校→東洋大学
サミー 情報企画部

1992年4月12日生
183cm／83kg
右投右打／神奈川県出身
桐蔭学園高校→中央大学
セガゲームス
（CSOL）
国内営業部

Hiroki Tomita

30 根岸 晃太郎

7

2015年

24
3

試合数

打数

打点

盗塁

69
2

15 本塁打 0
打率 .217
安打

Yuhya Kawabata

2015年

24
15

試合数

打数

打点

盗塁

80
0

26 本塁打 3
打率 .325
安打

Takayuki Sawaragi

2015年

29 打数 88
14 盗塁 0

試合数
打点

31 本塁打 2
打率 .352
安打

Teppei Sunagawa

2015年

2015年

20 打数 23
3 盗塁 1

試合数
打点

Takanori Sato

5 本塁打 0
打率 .217
安打

25 打数 77
14 盗塁 0

試合数
打点

23 本塁打 2
打率 .299
安打

Ryohei Kawahara

2015年

2 2/3
勝 0 負 0 奪三振 2 防御率 13.50

試合数

3

投球回数

Shota Uratsuka

2015年

試合数

投球回数

Eigo Ishigaki

2015年

2/3
勝 0 負 0 奪三振 0 防御率 27.00

試合数

1

Naoyuki Suzuki

6

10
勝 0 負 0 奪三振 11

2015年

投球回数

試合数
防御率

3.60

勝

0

6
負

投球回数

2

奪三振

14 2/3
5 防御率 1.84

外野手
外野手

外野手

24 海保 駿輔 32
Shunsuke Kaiho
Pitcher

島津 瑛向
19

井上 和紀
21

Akihisa Shimazu

Kazuki Inoue

1993年4月19日生／ 174cm ／ 68kg
左投左打／大阪府出身
帝京第五高校→福井工業大学
サミー 経営管理部

最速142キロを叩き出した愛媛県帝京第五高校時代は、3
年夏に県ベスト16。甲子園出場を果たせずに涙で高校野球
を終えた。悔しさを力に換えた福井工業大学では、1年春の
リーグ戦後半からマウンドに上がる。4年連続で大学選手権
に出場し、先発、中継ぎとして活躍した。持ち味は高校時代
よりも速度を上げた切れのある直球と、チェンジアップ、カ
ーブ、スライダーといった多彩な変化球のコンビネーション。
即戦力として期待される左腕は「1年目は体作りを意識した
上で、都市対抗と日本選手権で先発としてマウンドを経験
し結果を残したい」と意気込みを語る。

今年も頼もしいメンバーがセガサミー野球部に加わった。
本格派右腕・島津瑛向、即戦力サウスポー・井上和紀、
長打力が魅力の根岸晃太郎、勝負強さが光る海保駿輔の精鋭4名。
チームに新たな歴史をもたらすニューフェイスに注目したい。

新戦力紹介

2016 NEW

FACE

Infielder

根岸 晃太郎
30

Kotaro Negishi

1993年10月25日生／ 180cm ／ 78kg
右投右打／群馬県出身
樹徳高校→日本大学
サミー 生産統括本部

殖蓮中学校まで捕手だった根岸が内野に転向したの
は樹徳高校から。2年秋からは4番・遊撃手として活躍。
3年春には中心選手として群馬県大会準優勝の原動力
となった。日本大学では1年時からベンチ入り。3年春に
は4番・三塁手としてリーグ戦に出場した。正確な打撃
と長打が魅力の右打者は、入社直後の春先から4番に
座る。守備では、高校時代から慣れ親しんだ遊撃手とし
ての経験値が武器。攻守両面で大きな期待が寄せられ
ている根岸。
「1年目からレギュラー戦力になり勝利に
貢献したい。いずれはプロを目指したい」と高い目標を
掲げての活躍を誓う。

Outfielder

海保 駿輔
24

Shunsuke Kaiho

1993年5月13日生／ 178cm ／ 83kg
右投右打／千葉県出身
拓殖大学紅陵高校→東京情報大学
サミー 営業本部

拓殖大学紅陵高校時代は2年夏から4番打者。3年
夏は千葉県大会準決勝で敗れて甲子園出場こそ果た
せなかったが、持ち前の打撃は各方面から注目を浴
びる。東京情報大学では1年時こそ右肘痛に苦しん
だが、2年春からリーグ戦に出場。その年の大学選手
権で、5番・指名打者として出場した初戦で大学初本
塁打を記録し大舞台での勝負強さを見せた。自身の
持ち味を「積極性のある打撃」と語る海保は1年目の
抱負をこう語る。
「出場機会を増やして戦力としてチ
ームに貢献したい。新人らしい若さもアピールしな
がら、都市対抗に出場して結果を出したい」
。

17

感意昇進

感意昇進

新人選手の
プロフィールは

P16をチェック

19

感意昇進

16

8

内野手

27

3

捕手

捕手

投手

投手

投手

28

22

29

16

13

本間 諒

政野 寛明

大月 将平

宮川 和人

松延 卓弥

喜多 亮太

松永 大介

横田 哲

森脇 亮介

1992年4月21日生
176cm ／ 88kg
右投左打／東京都出身
関東第一高校→立正大学
サミー 人事部

1989年6月27日生
173cm ／ 75kg
右投左打／神奈川県出身
桐光学園高校→青山学院大学
セガホールディングス
経理部

1991年9月16日生
185cm ／ 90kg
右投右打／岡山県出身
岡山理科大学附属高校→
亜細亜大学
サミー 知財管理部

1992年11月28日生
179cm ／ 80kg
右投右打／大阪府出身
ＰＬ学園高校→東洋大学
ダーツライブ 人事部

1989年12月22日生
180cm／92kg
右投右打／福岡県出身
熊本城北高校→横浜商科大学
セガ・インタラクティブ
AMマーケティング部

1996年1月5日生
176cm／70kg
右投右打／大阪府出身
敦賀気比高校
セガゲームス
（SGN）
経営本部

1989年9月9日生
185cm／92kg
右投右打／熊本県出身
九州学院高校→上武大学
セガゲームス
（CSOL）
経営管理部

1992年3月18日生
171cm／71kg
左投右打／埼玉県出身
飯能南高校→上武大学
セガトイズ 国内営業本部

1992年7月13日生
174cm／66kg
右投右打／京都府出身
塔南高校→日本大学
サミー 内部統制室

Ryo Honma

1993年9月12日生／ 186cm ／ 85kg
右投右打／東京都出身
城西大学付属城西高校→上武大学
セガ・インタラクティブ 販売管理部

城西大城西高校時代から投手一本となり、2年秋か
らエースとして活躍した島津は、最速141キロの本格派
右腕として注目されたが、3年夏の東東京大会ベスト16
が最高成績。上武大学では2年春にリーグ戦初登板。4
年時の大学選手権では早稲田大学戦に登板。最速148
キロの直球と多彩な変化球を操る長身右腕は1年目の
抱負をこう語る。
「上背を活かしたストレートとフォー
クのコンビネーションで勝負していきたい。与えられた
場所でしっかりと結果を残し、都市対抗では予選、本大
会ともに投げて日本一に貢献したいと思います」
。

Pitcher

内野手

2015年

26 打数 91
6 盗塁 0

試合数
打点

32 本塁打 0
打率 .352
安打

Hiroaki Masano

2015年

27
2

試合数

打数

打点

盗塁

37
1

11 本塁打 0
打率 .297
安打

Shohei Ohtsuki

2015年

10
3

試合数

打数

打点

盗塁

17
0

3 本塁打 1
打率 .176
安打

Kazuto Miyagawa

2015年

16
2

試合数

打数

打点

盗塁

34
0

13 本塁打 0
打率 .382
安打

Takuya Matsunobu

2015年

19
5

試合数

打数

打点

盗塁

36
0

10 本塁打 0
打率 .278

安打

Ryota Kita

2015年

18
4

試合数

打数

打点

盗塁

48
0

11 本塁打 0
打率 .229

安打

Daisuke Matsunaga

2015年

25 2/3
勝 2 負 3 奪三振 14 防御率 5.26

試合数

7

投球回数

Tetsu Yokota

2015年

72
勝 5 負 6 奪三振 39 防御率 3.63

試合数

18

投球回数

Ryosuke Moriwaki

2015年
試合数
勝

0

14
負

41
29

投球回数

2

奪三振

防御率

4.39

感意昇進

18

音のプロフェッショナルたち
都市対抗の応援を支えているものは、
観客の熱気 と大歓声、そしてスタンドに
鳴り響 くブラスバンドによる演奏 だ。野
球部 が都市対抗予選 に初 参戦 した
２００６年からキレのいい演奏で応援の
一端 を担ってきた。当時からその演奏 を
会社ウェーブマスター（以下、WM）
。音

支 え続けているのがグループ会社の株式
楽 や映像ソフトのレーベル事業 やアニメ
や映画などの音楽・音響の制作を行う、

日の丸への想いと
ゴールボールに対する情熱
女子ゴールボール。
技術や体力はもちろんだが、目隠しの状態
で攻防 が展開 されるゴールボールでは、集中
力と忍耐力、さらに研ぎ澄まされた聴力が必
要 とされる。
「沈黙 の中 の格闘技」と呼 ばれ
るその競技 が、日本国内 で一躍スポットライ
トを浴 びたのは２０１２年 のロンドン・パラ
リンピックでのことだった 。 当時 歳の欠端
瑛子は、日本代表として金メダルを手にした。

「日本に帰って来 たら、ロンドンに出発 する
前とは状況 が一変していました。帰国直後の
テレビ番組に出演 するなど、金メダルの反響
には驚きました」
初 めて経 験 した夢 舞 台 を、欠 端 は「楽 し
かった」と振 り返る。ただ、中国との決勝戦
に出場できなかったことが、少しだけ心残 り
だったという。
「先輩の選手が３人いる中で数試合に出場し
ましたが、決勝戦はベンチで試合を見守 りま
した。今度は中心選手としてフル出場で金メ
ダルを獲 りたい。ロンドン大会 が終 わった直

ロンドン・パラリンピック金メダル

19

ために、女子チームでは「騙 す」戦術 を使 う
こともあるのだという。
「目隠 しをしたスポーツなので、いろんな音
を耳で拾います。ですから、足音 やゴールを
触 る音、またはわざと手 を叩 く音 で相 手 を
『騙す』ことがある。それが女子チームの戦い
方です」
セガサミーホールディングスに入社 したの
が昨年４月。配属先である総務人事部の同僚
が「試合の応援に駆け付けてくれた」と笑顔

応援してくれる
すべての人々のために
だが、ゴールボールとの出会いが欠端 を変
えた。後に横浜美術大学に進学し、繊維素材

スポーツとは無縁だった少女が
ゴールボールと出会い、わずか数年で
パラリンピック金メダリストに上り詰めた。
自身の持ち味とチームの戦術を磨き、
リオでの連覇を目指している。

後はそう思いましたし、今もその気持ちは変
わりません」
日の丸への想いとゴールボールに対 する情
熱が、その言葉の奥に滲む。
欠端 がゴールボールに出会ったのは高校生
の時 だ。先天性の弱視だった彼女は、高校か
ら特別支援学校に通った。そこでの体育の授
業にゴールボールがあった。
「１年生の時は怖い競技 だと思っていたので
すが、２年生になってクラスの友達に『大会
があるから一緒 に出 ない？』と誘 われて……。
人数合 わせで参加 したのがゴールボールの始

表彰台の真ん中で
笑顔を見せたい

クのロンドン大会、そしてリオ大会の出場権
が懸 かった昨年 月 のアジア・パシフィック
ゴールボール選手権大会で優勝を経験しなが
ら、技術を高めて活躍してきた。
欠端の得意とするプレーは、投 げ出しの時
にボールの音 を極力消しながら、威力のある
スローイングをするオフェンスだ。遠心力 を
使った「回転投 げ」で相手のゴールを突 き破
る。また、海外選手 との体格差は、パワーと
スピードの違いにつながる。その差 を埋める

オリンピックイヤーの挑戦

の知識や技術を身に付けるテキスタイルデザ
インコースに進 んだほどに「いずれは機織 り
系の仕事 をしたいと思っていた」と言 うのだ
から人生はわからない。運命とも言 える出会
いがあり、その魅力に引 き込 まれていった欠
端 は、いまや女子ゴールボール界 でその名 を
轟かせる存在にまで上り詰めた。国際大会の
初参加 は２０１１年 のコロラド・ユース大会。
「初めは思うようなプレーができずに泣いてば
かりいた」と言 うが、その後 はパラリンピッ

Challenge to Olympic

まさに「音 のプロフェッショナル」たち

出身地：神奈川県横浜市

まりでした」
それまでスポーツとは無縁 だった。父・光
則さんは横浜ベイスターズで投手 として活躍
した元プロ野球選手。２人の兄も大学まで本
格的 に野球 をした。いわゆるスポーツ一家。
そんな環境でも「スポーツはあまり好 きでは
なかった」という。

Eiko Kakehata

である。その関係者の一人は、活動当初
う語る。
生年月日：1993年 2月19日

主な戦績：アジア・パシフィック優勝、

の記憶を辿りながら都市対抗の応援をこ

音は選手たちの大きな力になる。スタ

は応援が響き渡る。

持ちが乗ってくる」と話す選手は少なく

ンドから流れてくる応援曲 を聞いて「気

京都二次予選で第一代表決定戦に進みま
した。その予選 ではブラスバンドの演奏
ない。

はなく、観客の声 だけで応援していまし
たが、関東代表決定戦に挑むことになっ

それは現実に存在する。応援が目に見
えない力を生み出し、奇跡的な得点シー

スタンドで取らせる１点――。

ンに繋 がることもある。WMの関係者 は

た野球部のために、急遽ブラスバンドを
とても短い準備期間ではありましたが、

入れた応援をしたいと相談を受けました。
『北斗』
※、
『獣王』
、
『アラジン』
、そして

応援している時はその流れに乗って演奏

「観客のみなさんが自然と盛り上がって

『サクラ大戦』の楽曲で何とか乗り切ろう。 証言する。
そう声を掛け合いながら超特急で応援の

しますが、時には盛り上 げるきっかけ作

準備をしたのが活動の始まりでした」

上げることがあります。応援隊長の大澤

りとして、ブラスバンドの士気 をさらに

あれから 年。今では 人前後で編成
す。都 市 対 抗 の本 大 会 が行 われる東 京

けいさんは、試合展開 を見 ながら『スタ

されるブラスバンドが応援曲を吹き鳴ら
ドームでの応援には規定 があり、その数

ンドで取 らせる１点』を狙いにいくこと
があります。
『応援 で引っ張 るよ』
。その

は 人。そのうち 人 がトランペットと

欠端 瑛子
を浮かべる欠端は、応援 してくれるすべての
人々のためにも、さらに自 らの持 ち味 と戦術
を磨こうとしている。そして、２度目の夢舞
台に思いを馳せながら、新たな決意をこう語
る。
「リオ大会に出場できたならば、チームに貢
献して表彰台に立ち、その真ん中で笑顔を見
せたい。セガサミーグループ社員 の方々にも
応援 していただけるように、精一杯頑張って
金メダルを持ち帰って来ます」

目隠しをした1チーム3名の選手が、鈴の入った重さ1.25㎏のボールを幅
9メートルのゴールに投げ合って得点を争う競技。コートの広さはバレ
ーボールとほぼ同じで、前後半それぞれ12分の攻防を展開する。日本国
内では特別支援学校の体育の授業として広まるゴールボールだが、世
界的にはパラリンピックの正式種目として認知度は高い。現在の女子チ
ームでは中国、
トルコ、ロシア、カナダ、イラン、そして日本が世界ランキ
ングの上位。各国のパワーとスピードに対し、高度な戦略とチームワー
クを武器とする女子日本代表は、4大会連続のパラリンピック出場とな
る今年のリオ大会で、2012年のロンドン大会に続く金メダルを狙う。

Shoma Sato

セガサミー野球部にとってなくてはならない存在、
それがセガサミー・ルーターズだ。
彼らは〝スタンドで取らせる１点〟の存在を信じ、
渾身の応援で選手たちを奮い立たせる。
そんな彼らを支えるブラスバンドの演奏、そして観客の声。
すべてが一つになった時、セガサミー野球部の躍動が始まる。

セガ・インタラクティブ
品質保証部

11

研ぎ澄まされた聴力が勝敗を分ける

セガ・インタラクティブ
調達部

Shohei Kobori

いう特殊な編成の中で、広いスタンドに

写真：伊藤真吾/アフロスポーツ

佐藤 翔馬
小堀 祥平

30

ゴールボール

01

02

25

Goal Ball

ROOTERS
ROOTERS
「初年度の 年、セガサミー野球部は東
06

10

20
感意昇進
感意昇進
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45

※「パチスロ北斗の拳」バトルボーナス BGM

ね（笑）
」

澤さんと見つめ合うことが結構あります

ギアを上 げる瞬間。だから、試合中に大

雰囲気 がわかった時 が、ブラスバンドも

じです。昨年の第四代表決定戦ではその

思いは我々ブラスバンドもみなさんと同

たちを後押しする。ただ、勝利 を信じる

爆剤になりながら、観客の大声援で選手

ものだと思います。我々が応援の一つの起

て、何 かを感 じてもらえればと思ってい

バーに伝えたい。試合で応援する姿を見

「応援の楽 しさをルーターズの後輩メン

足す。

の応援 に近 づきたい」
と言 いつつ言葉 を

信じているので、今年 も一緒に頑張りま

の応援が勢いや闘争心に繋がっていると

している気持 ちで応援 しています。我々

「我々ルーターズも選手 と一緒 にプレー

んも全力でプレーしてください！」
（小堀）

「諦めない」雰囲気を作り出す
今年の都市対抗予選では、どんな応援

しょう！」
（佐藤）

えるその瞬間 を考 えれば、スタンドに広

が繰り広 げられるだろうか。間 もなく迎

そして、応援隊長の大澤さんは重みの

ます」
ある言葉でこう語るのだ。

体となって自分たちの社名を大きな声で

思いが溢れました。あれだけスタンドが一
叫 んだり、歌ったりすることは、普段 の
「これまでの 年間 で築 き上 げ

昨年の都市対抗予選。NTT東日本と
の第四代表決定戦では、まさにその瞬間
生活ではあり得 ないことです。私はそ

スタンドも同 じだ。その「諦 めない」雰

の選手 たちは諦 めなかった。もちろん、

勝利 が待っていた。最後 までグラウンド

ドから注 がれる熱 い

が生 まれる。スタン

つとなり、大きな力

スバンドの演奏が一

観客 の声 とブラ

てくれる。そういう一体感

高 のパフォーマンスを見 せ

それを受 けた選手 たちが最

しれませんが、我々ができる

応援 には完成形 がないのかも

げる時こそ、スタンドが大いに盛り上がっ

タンドは盛り上がる。そして、 大きくなるはずです。勝負所でギアを上

精一杯の応援ができれば、ス

て応援したいですね」（WMの関係者）

んに向かって演奏したいとも考えています。

「今年のブラスバンドは、観客のみなさ

てきたものがあります。今年 は

囲気を作り出したのが、応援の中心に立
視 線。 そ の 高 揚 感 が

ういう雰囲気がたま

つ大澤 さんであり、ブラスバンドの演奏
もたらす涙 と歓喜は、

れ、セガサミーのスタンドは静 まり返っ

だった。大澤さんが思い起こす。
……』と多 くの方 は思ったかもしれませ

い つ だ っ て 美 し い。
ミーにとっての真 の

が 生 ま れ れ ば、 セ ガ サ
待される。

との一体感を強め、熱量の高い演奏が期

スバンドに参加 して、より一層スタンド

新たな風を加えた応援の力はきっと、

『極』になると思います」
野球 部 とともに歴史
東京ドームでの勝利 をもたらしてくれる
はずだ。

６年連続での都市対抗予選突破、そして

「私 たちも対戦チー

いメッセージを送る。

今 年 も選 手 たちへ熱

ズ。メンバーたちは、

様々な感情がシンクロす
特の世界観を持つ。

年間の
集大成として

を築 いてきたルーター

んが、僕 はまったく そういう 感 覚 はな
必 ず勝てると信じて、 回裏のスタンド
ルーターズの一員 である佐藤翔馬 さん

を盛り上げようと思いました」
は、その瞬間を鮮明に覚えている。
その光景 が、今年 もまた

う に 精一杯 頑 張 り

ムの応援に勝てるよ

帰ってくる。
セガサミー・ルーターズの

日本文化出版株式会社

「大澤さんの指示と音楽で『攻撃を引っ

２０ １ ６ 年 の 応 援 テ ーマ は

制作

張 る』雰囲気 が出て、スタンドに一体感
我々ルーターズも懸命に応援しました」
ま す。選 手 のみな さ

株式会社セガゲームス
セガネットワークスカンパニー 開発本部
アート＆デザイン部 中村美帆

が生 まれました。その空 気 に 乗って、

「１年目は応援の基礎 を学 び、

堀祥平さんは言う。

「極」
。ルーターズ３年 目 の小

代表決定戦は忘れられない試合として記
憶に残っている。
「応援において演奏が目立ってはいけない。 ２年目は球場の雰囲気を操りつつ、観客
てきました。３年目の今年 は、これまで

ライティング

のみなさんを盛 り上 げたいと思ってやっ
積み重ねてきたことを極めた応援ができ

撮影

ブラスバンドの演奏 は、あくまでも応援

ればと思っています」

管理コード

ランキングをもとに各国から数名 が選 ばれる。
国 によっては世界ランク400位 くらいの選
手も出場が予想される。何が起こるか分から
ないのがスポーツの鉄則 だが、これほどまで
に開きがあれば、下位の選手 が優勝争いに加
わるのは難しくなるだろう。
「表彰台に上 がってメダルをかけてもらう―
―。メダルを取れば他の競技の選手たちから
も、日本の皆さんからもこれまでに経験した
ことがないほどの祝福 を受 けるはずです。そ
んな良いイメージを持 ちながら、オリンピッ
クではかけがえない時間 を選手と共に過ごし
たいですね」

米ツアー参戦 を機にはじめたジュニア育成に
力 を注 いでいる。きっかけは1998年 に出
場 したプレジデンツカップ。大会の賞金は、
自分の収益にすることができず寄付 すること
が前提だった。はじめての経験に丸山は、
「ど
こに寄付しているのか」聞いて回った。すると
当然のように「ジュニア育成」と答 える選手
が多かったそうだ。
「私 もゴルフに育ててもらい、日本の代表に
なったわけですから、ゴルフ界 に恩返 しをす
る意味でもジュニア育成に携 わらなければと
思いました。里見会長 をはじめ、たくさんの
方に協力 をいただきながら、今 でもジュニア

デザイン

2016年5月18日
セガサミーホールディングス株式会社
企画本部 広報部
〒105 - 0021
東京都港区東新橋1丁目9 -2 汐留住友ビル
URL http://athletic.segasammy.co.jp/
（PC）
HPOMJ2511604
有限会社フロッグキングスタジオ
政川慎治、中川和泉、宮野敦子、山田高央
株式会社エムクリエイティブ
佐々木亨、兵藤宙、齋木雅之、飯塚友子
編集・発行人

のきっかけ作りであり、環境作りだと思っ
むものではありません。楽曲に観客の声
また、前出 の佐藤 さんは
「今年 は究極

毛筆

（表２/表４）

ています。スタンドの高揚感は演奏 が生
が乗り、はじめて高揚感が周りに伝わる

奥さんでも親友でも、自分を丸裸にできると
ころがあることで自分自身 を整理できるし、
時には解決につながる言葉 をもらうこともあ
ると思います」
世界に通用する選手を育てたいと熱く語っ
てくれた丸山。オリンピックはゴルフを活性
させるきっかけにしたいと、再 び今年 のオリ
ンピックに言及した。
「実質メダル争いをするのは上位 名 くらい
だと思います。そう考 えると、日本勢 がメダ
ルを獲得する確率は非常に高いんです」
名の選手が出場するオリンピックゴルフ。
その出場資格は通常のトーナメントとは違い、

ゴルフ

全力でサポートし
最高の結果をもたらしたい

オリンピックをはじめとする世界の舞台で活
躍 するには何 が必要 か。長い間、米ツアーを
主戦場にしてきた経験を持つ丸山は、こう話す。
「月並みですが、やはり言葉や食生活 が大切
になると思います。いい意味 でこだわりを持
ちながらも柔軟性 があること。世界中のどこ
に行っても『お腹がいっぱいになれば食事はこ
だわらない』くらいの気持ちがあれば、
〝海外
で戦うこと〞が気にならないと思います」

世界に通用する選手を育てたい
現在は慢性的な怪我に悩まされ、思うよう
なプレーができずにいる一方で、2000年の

Golf

あることから采配を振るう必要 がない。前例
のない大役 にもかかわらずコーチングの中身
については手探 りの日々が続 く。しかし、そ
の一方で丸山の選手 をサポートしたいという
気持ちは人一倍強い。
「選手 が過ごしやすい環境を作ることが仕事
の一つだと思っています。また技術的 なこと
やコースマネ ジメントなど、選 手 が疑 問 に
思ったことには的確 に即座にアドバイスでき
るよう万全な準備をしておきたいです」
。米ツ
アーで通算３勝を挙 げるなど海外で活躍して
きた丸山の存在は、出場選手にとって大きな
支えになるはずだ。

大舞台で活躍 するにはプレッシャーに打 ち
勝つことのできるメンタルも大切 だと丸山。
自身はどのように取 り組んできたのだろうか。
「プレッシャーに弱い人は、勝負での確信を得
られるまでの努力をしていないんじゃないかと
思います。だから不安になってしまう。自信
を持てるだけの努力の裏付けがあればプレッ
シャーにも打ち勝てるはず。スポーツに限らず、
自慢できるくらい努力 をすること。それが唯
一の解決策だと思います」
。また、何かを乗り
越える時には人に支えられてきたとも丸山は
語ってくれた。
「僕の場合は、心を開いて話せ
る大切 な存在 がいたことが大 きかったですね。

「ルーターズで頑張っている
（後輩の）小堀、佐藤の姿を
見て、自分も昔吹き鳴らした
トランペットで応援に参加し
てみようと思いました。ブラ
ンクもあって人前で演奏す
るのは不安もありますが、勝
利を後押しできるよう大きな
音を出していきたい。そして、
サクラ大戦でスタンドを笑顔
満開にしたいですね」
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Shigeki Maruyama

2016年、ゴルフが112年 ぶりにオリ
ンピック競技に復帰 する。その日本代表ヘッ
ドコーチを務めるのが丸山茂樹だ。
「はじめてのことなので何 をどうすればいい
か……。正直言 うと、今は戸惑っている部分
も多いですね」
ヘッドコーチについて話 を聞 くと、そんな
答 えが返ってきた。確かに、代表選手はオリ
ンピックランキングで自動的に決定 するため
選手を選ぶことはない。競技方法も個人戦で

育成 を続けています。縁 があり、セガサミー
と所属契約 をさせていただきました。しかし、
ここ数年は思 うような結果を残すことができ
ていません。た だ、形 は変 わってもセガサ
ミーの名 をアピールしていきたい気持 ちは強
く持っています。また、必要 とされれば何事
にも全力で取り組みたいと思っています」
アメリカに比べて日本はジュニアの大会が少
ないと感じた丸山は、それまで開催してきた
ゴルフ教室を、年に２回の試合形式のイベン
トに変更。その大会は今春で 回目を迎えた。
「将来的にはトップレベルで戦える選手を育て
ていきたいですね」

日大で活躍し、アマ37冠で92年にプロ入り。
マルちゃんの愛称で親しまれ、日本ツアー通算10勝。
2000年から米ツアーに本格参戦し、
日本人として前人未踏の3勝を挙げる。
2002年に伊沢利光プロとのコンビで、
EMCゴルフワールドカップを制覇。
リオ五輪ではゴルフ日本代表ヘッドコーチを務める。

60

丸山 茂樹

発行所

WMの関係者にとっても、昨年の第四

株式会社
セガ・インタラクティブ
企画設計生産本部 生産部

かった。意気消沈 している場合ではない。 る都市対抗の応援は、独

今年からはグループ社員の有志もブラ

大きな音を感じたみなさんの声は自然と

「 回表の時点では『勝負があったかな

その集大成を形として表したい。 くる。

10

らなく好きです」

がるキレのいい演奏 もまた脳裏 に蘇って

があった。延長 回表に１点を勝ち越さ

渋江裕一さん
グループ社員有志
ブラスバンド参加者

た。だが、その裏 に奇跡の逆転サヨナラ

12

メダル獲得は
ゴルフ界への恩返し

22
感意昇進
感意昇進

23

12

オリンピックイヤーの挑戦

発行日

10

12

オリンピック種目として
112年ぶりに復活するゴルフ。
その日本代表ヘッドコーチを
務めるのが丸山茂樹だ。
メダル獲得へ、熱い想いを語ってくれた。
11

Challenge to Olympic

