読者の 8 割が「よく読む」野球面の魅力

その他、

評論家が連続写真で選手を分析
…
人気企画﹁ 解体新書﹂は今シー

ズンも見逃せない！

詳細﹁ データセンター﹂で野球

がもっと詳しくなる！

④ビジュアルで感動再現！
迫力あるデカ写真とレイアウトも魅力
今シーズンも二刀流大谷を徹底取材で報道
本紙ＭＬＢ担当記者注目の今季の見どころ
フル稼働の二刀流が２年連続で可能
投手に伸びしろ
フル稼働に注目 かどうか、大きな注目点となる。初め
て二刀流でシーズン完走を果たした昨年に続くパフォーマ
ンスが出来るか、真価が問われる。打者では本塁打王を狙
える一方、投手ではまだ伸びしろがあり、成績でも昨年か
ら大きく改善する可能性がある。【ＭＬＢ担当 斎藤庸裕】

昨季以上の活躍 歴史的とまで呼ばれた１年を経て新
今度は何超え？ シーズンへ。米国では昨季以上の結果を
出すのは不可能ではないかともいわれているが、もし昨季
以上の活躍をしたら米メディアがどう伝えるのかが楽しみ
だ。「ルースを超えた」とも評されたが、今度は何超えと
いわれるのだろうか。
【ＭＬＢ担当 水次祥子】

今季も活躍なら 大谷の年俸に注目だ。今季は２年契約
年棒どこまで！ の２年目で５５０万㌦（約６億５００万
円）。日本ならトップクラスの金額だが、21 年はリーグＭ
ＶＰを獲得しており、米メディアは「活躍の割に年棒が少
なすぎる選手ランキング」で２位に選んだ。今季の活躍次
第で、どこまであがるか。
【ＭＬＢ担当 斎藤直樹】

２年連続ＭＶＰ 昨季は日本時代も含め、打者として初
カギは投球回数 めて規定打席に到達したが、投手として
は 23 試合、１３０回１／３にとどまり、規定投球回数（１
６２回）には届かなかった。今季、規定打席と規定投球回
数の両方をクリアすれば、２年連続ＭＶＰも視野に入るだ
けに注目したい。
【ＭＬＢ担当 四竈衛】

投手陣強化で 連覇へ隙を見せない。先発投手は、
連覇に隙なし 昨季飛躍した奥川、高橋が軸で、金
久保もブレークの兆し。小川や石川ら実績ある投手が支え
る。昨季６勝のサイスニードの他に、新外国人に、メジャー
リーグ通算 14 勝のＡ・Ｊコールと昨季韓国で 10 勝を挙げた
左腕スアレスも獲得。原、高梨なども控え、激しいローテ
争いは必至。救援陣も昨季故障に泣いた梅野や近藤の復活
も期待でき、投手陣の層が厚くなった。
打線は、サンタナとオスナの慰留に成功。12 球団屈指の
強力打線の顔触れは変わらない。ドラフト２位の丸山は俊
足を生かした走塁と守備範囲で、即戦力として期待がかか
る。歓喜に沸いた昨季から着々と補強。チーム内の競争を
勝ち抜き、選手の力を存分に発揮すれば、連覇も現実的に
なってくる。
【ヤクルト担当 鈴木正章】

17 年ぶりＶへ 就任４年目の矢野監督はキャンプイ
守護神がカギ ン前日に今期限りでの退任を公表した。
勝率５厘差でＶ逸した昨季の悔しさを胸に、集大成で 17 年
ぶりのリーグ優勝を奪いに行く。昨季は佐藤輝、中野、伊
藤将の新人３人を主力に抜てきしチームの底上げに成功。
今季もドラフト２位鈴木、同３位桐敷の大卒即戦力左腕が
１軍に加われば投手力は厚さを増す。
メジャー移籍した守護神スアレスの穴を新外国人ケラー、
岩崎で埋められるかが大きなカギとなる。先発陣に新外国
人のウィルカーソン、先発転向の及川がどう食い込むか。
西勇、昨季開幕投手藤浪の復活も虎党は心待ちにしている。
打線は来日２年目ロハスの爆発。４番大山の復活。そして、
佐藤輝が昨季前半のような打撃をフルシーズン続ければ破
壊力十分だ。
【阪神担当 桝井聡 石橋隆雄 古財稜明 中野椋 三宅ひとみ】

外国人補強で リーグＶ奪還と 10 年ぶりの日本一に
Ｖ奪還戦力↑ 向け、新外国人の補強で戦力を整えた。
野手陣はメジャー通算 96 発のポランコが５番候補として加
わり、米独立リーグで２年連続ＭＶＰの新助っ人ウォーカー
は大化けの可能性を秘める。昨季は本調子を欠いた移籍２
年目の中田や梶谷といった実力者たちが本領を発揮できれ
ば、破壊力は十分だ。
投手陣は海外ＦＡ権を行使せずに残留した菅野が軸とな
る。メジャー経験豊富な新外国人のシューメーカーとアン
ドリース、山口、昨季２ケタ勝利の高橋が先発ローテーショ
ンの中心に期待。リリーフは中川にビエイラとデラロサが
控えるだけに、戸郷やメルセデスら先発経験組の奮起と、
手術明けの山崎伊や堀田ら若手の台頭があれば、防御率で
リーグ４位だった投手陣に安定感は増す。
【巨人担当 浜本卓也 為田聡史 小早川宗一郎】

鈴木誠移籍で 大きな得点源であり、ゴールデング
投手力中心！ ラブ賞５度受賞の右翼守備と肩で相手
の脅威となっていた鈴木誠がメジャーへ移籍する。大きな
戦力ダウンはチーム全体で補っていかなければいけない。
レギュラー候補に左打者が多くそろう偏りがあるだけに、
実績者の長野や経験ある堂林のほか、若い中村奨や新人野
手が打線に入ってくることが望まれる。一方で投手陣は整
備されつつある。大瀬良と九里がＦＡ権を行使せずに残留。
森下や床田と、先発陣は他球団に引けを取らない陣容と言
える。昨季新人最多セーブの栗林につなぐ勝ちパターンが
確立できれば安定した戦いができるに違いない。新打線の
形が構築されるまで、投手力を中心に戦っていくことが求
められそうだ。
【広島担当 前原淳 前山慎治】

攻撃力向上で 立浪新監督はセンターラインの強化
Ｂクラス脱却 を掲げる。昨季 12 球団トップのチーム
防御率３・22 を誇ったが、韓国プロ野球やロッテで指導者
経験がある落合ヘッド兼投手コーチが、各個人のスキルに
さらに磨きをかける。また国内ＦＡでソフトバンクに移籍
した又吉の穴を、近鉄時代に最優秀救援投手にも輝き、メ
ジャーでの実績もある大塚投手コーチらとともに、守護神
Ｒ・マルティネスにつなぐ勝利の方程式を構築する。
打率２割３分７厘、４０５得点、69 本塁とリーグ最下位
のチーム打撃成績の向上には、中日歴代最多２４８０安打
の監督自身が、通算４０４本塁打の中村紀、森野打撃コー
チを交え積極的指導する。昨秋から高橋周、京田らレギュ
ラー陣、石川昂、根尾、岡林ら若手だけでなく、ビシエ
ド、Ａ・マルティネスらを垣根なく強化。攻撃力向上でＢク
ラスからの脱却を図る。
【中日担当 伊東 大介】

抑えの固定で 三浦監督の就任初年度が最下位に終
上位争い十分 わり、オフは積極的な戦力補強を行っ

た。宮崎、三嶋、桑原、オースティンと長期契約を結んで
流出を阻止。日本ハムから自由契約となった大田、新外国
人クリスキー、楽天から藤田を獲得。ドラフトでは２人の
即戦力投手を指名し、選手層は厚みを増した。コーチ陣も
テコ入れし、98 年の日本一を知る石井、斎藤、鈴木、相川
らＯＢが集結した。
打線は桑原、佐野、牧、オースティン、宮崎と３割打者
が並ぶ破壊力抜群だ。守備面では遊撃と捕手を固めたい。
投手陣は昨季、防御率が 12 球団ワーストだったが、先発ロー
テーションはけが明けだった今永、東が開幕からそろい、
ロメロ、大貫、浜口、京山らも控える。抑えが固定できれば、
上位争いは十分可能だ。
【ＤｅＮＡ担当 久保賢吾】

強力投手陣で 中嶋監督が就任した初年度に、25 年
連覇＆日本一 ぶりのリーグ制覇を成し遂げた。今季

の目標は「連覇＆日本一」。首脳陣に大きな変更はないが、
能見投手兼任コーチをサポートするために、日本ハムから
厚沢投手コーチが移籍し、プラス面が大きい。投手陣は絶
対的エース山本を筆頭に、昨季 13 勝をマークして新人王に
輝いた宮城、自己最多の８勝を挙げた田嶋、山崎福の左腕
トリオや、長身右腕の山崎颯が続く。打撃陣では選手会長
の吉田正を軸に、覚醒した４番ラオウ杉本、チームの顔で
あるＴ―岡田、20 歳遊撃手の紅林ら、戦力がそろってきた。
１番福田、２番宗の「福宗コンビ」も出塁率が高く、得点チャ
ンスを拡大する。95、96 年以来のリーグ連覇へ、挑戦を続
ける。
【オリックス担当 真柴健】

朗希ローテで ２年連続２位で迎える今季は、佐々
Ｖに近づく！ 木朗の本格ローテ入りで優勝にぐっと

近づける。プロ２年目の昨季終盤は、自慢の直球も 150 ㌔
台終盤を多くマークし、時に打者を圧倒する投球を披露。
フルシーズンで力を発揮できれば、かなりの貯金を期待で
きる。小島、岩下が経験を深め、ロメロは残留。種市もリ
ハビリから復帰し、先発の層は厚くなりそうだ。打線は昨季、
荻野や中村奨、レアード、マーティンの好調さで少ないチャ
ンスを生かしていった。今季はいかにその４人への依存か
ら脱却できるか。安田、藤原、山口に佐藤都。将来の中心
打者を見込まれる彼ら若手のうち、最低２人がレギュラー
定着に値する成績を上げられれば、投打のかみ合いも強く
なる。
【ロッテ担当 金子真仁】

投手陣は充実 投手陣は駒がそろう。先発はエース
新打線がカギ 則本、ベテラン岸、日本復帰２年目の
田中将、昨季 10 勝を挙げた滝中や１年目で９勝の左腕早川
に加え、涌井も巻き返しを狙う。大型左腕の弓削、先発転
向の西口、石橋らもチャンスをうかがう。救援陣は絶対的
守護神の松井を中心に、昨季大活躍の安楽、経験のある宋、
酒居、ブセニッツと安定感がある。
打撃面では大幅に戦力を補強。チーム盗塁数は昨季リー
グ最少だったが、盗塁王４回の西川を日本ハムから獲得。
昨季３Ａ首位打者で左打ちのマルモレホスと、右の長距離
砲ギッテンズにはポイントゲッターとしての期待がかかる。
安定の投手陣に加えて新打線が機能すれば、13 年以来の
日本一も見えてくる。
【楽天担当 湯本勝大】

競争で活性化 昨季は８年ぶりＢクラスの４位に沈
常勝復活狙う み、５年連続日本一を逃した。２軍監
督から昇格する藤本新監督の下、常勝復活を目指す。新指
揮官は１軍から３軍までの指導歴があり、主力選手だけで
なく若手や育成選手までを把握。競争と世代交代をテーマ
に活性化を図る。オフには中日から又吉を獲得し、８年ぶ
りのＦＡ補強を敢行。新外国人としては、投打でメジャー
実績があるガルビスとチャトウッドを獲得した。ドラフト
でも即戦力野手を指名しており、本気をうかがわせる補強
で巻き返す。昨季は森、モイネロの不在期間が長く、経験
不足の中継ぎ陣が苦しんだのも大きな敗因だった。新加入
の又吉を含め、ブルペンの立て直しが浮沈の鍵を握りそう
だ。
【ソフトバンク担当 山本大地 只松憲 佐竹英治】

脱Ｂクラスへ ３季連続Ｂクラスからの脱却を目指
スタメン刷新 し、新庄ＢＩＧＢＯＳＳが監督に就任。
新監督が「横一線」を強調するように、レギュラーは大刷
新の可能性が高い。野手では、19 年にメジャーで 31 本塁打
を放った４番候補ヌニエスと、両打ちのアルカンタラを獲
得。球界屈指の俊足を誇る２年目の五十幡、覚醒が待たれ
る和製大砲候補の清宮は首脳陣の期待も大きく、レギュラー
取りのチャンスだ。急激な貧打解消は望めないだけに、機
動力で補いたいところ。新庄監督の得意分野か。
昨季奮闘した投手陣は、エース上沢や２年目の伊藤、左
腕の加藤に、メジャーで実績のある新戦力ガントが先発の
軸か。救援陣ではトミー・ジョン手術から復帰の石川直に
期待したい。
【日本ハム担当 中島宙恵 木下大輔 田中彩朋美】

現有戦力充実 42 年ぶり最下位に沈んだ昨季だが、
下剋上Ｖ狙う 現有戦力を見ると悲観する必要はない
ほど充実している。主軸は山川と森が担い、外崎が復活す
れば球界屈指のクリーンアップを形成できる。俊足・若林
がけがから復帰し１番固定。主将の源田がつなぎ役など黒
子役こなし、ベテランの栗山と中村が支える。ブランドン、
岸、呉念庭、渡部ら成長著しい若手の台頭も楽しみ。
投手陣は高橋、松本、今井の３本柱が年々存在感を増し
ており、新外国人の左腕・エンスを加えた先発陣は安定感
に期待。救援は最速１６０㌔の豪腕・平良が抑えに、セッ
トアッパーに復調した増田が入れば盤石。４年連続チーム
防御率最下位の汚名を返上したい。
就任６年目の 辻 監督が３年ぶり優勝へ下克上のタクト
を振る。
【西武担当 上田悠太】

