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パシフィック・リーグ３年連続日本シリーズ制覇！
福岡ソフトバンクホークス球団史上初の連続日本一！

〜「2015年  純パの会納会」報告〜
　　　　　　 塚原　隆（東京都新宿区）

※写真撮影：蜷川明男／影山一義／塚原隆
スライド作成、順位予想・純パ賞集計：田中尚

　パシフィック・リーグ３年連続
日本一の納会は盛り上がりに盛り
上がりました。毎回のことながら
御茶ノ水のケーズで、納会となる
一次会で始まり、二次会は神田の
リリーズ。そして三次会はパシフ
ィック・リーグ歌三昧で、2015 年
を締めくくりました。
来年も必ずパシフィック・リー
グが日本一になることを祈念し、
納会報告といたします。

日時：2015年12月19日（土）12時30分〜
場所：一次会：御茶ノ水・ケーズ
　　　二次会：リリーズ神田スタジアム
　　　三次会：池袋・ビックエコー「Lionsコラボルーム440」

【出席者・順不同・敬称略】
塚原隆、岩河正剛、大沢稔、影山一義、小暮清之、寒河江健、鈴木幸敬、田中篤史、土岐
英一郎、西野僚、蜷川明男、松場重樹、山下威、中井資員、東山道之、三井田明正、神田
裕子、鈴木恵美子、鈴木紀生、鈴木勇太朗、田中尚

【二次会よりの出席者】
大塚茂、和田恵美子、伊藤昭子、小林新、堂川美奈子、高橋豊、辻雅子

ure純
パP

純パの会会報『純パ』第183号 　2016年1月30日発行／発行：純パの会



2●純パ  No.183　Jan.2016

【一次会：御茶ノ水・ケーズ（12:30〜15：00）】
●事務局長あいさつ　塚原　隆
福岡ソフトバンクホークス、日本シリーズ二連覇、
おめでとうございます。実は南海時代からホークスが
日本シリーズで連覇したのは初めてなのですね。今日
の納会は順位予想の発表や純パ賞の発表などがあり、
盛り沢山のメニューが用意されております。皆さんで
ホークスの日本一を祝うとともに納会を盛り上げてい
きましょう。

●乾杯　三井田明正さん
本日の納会の場を設定していただいた事務局の皆さ
んに感謝申し上げます。私は昭和25年の毎日オリオン
ズ対松竹ロビンスの対決から毎年、日本シリーズを楽
しみにしております。また純パの会の皆さんと顔を合
わすことが出来て嬉しく感じております。
ソフトバンクホークス日本一おめでとうございます。
来年もまたパシフィック・リーグが日本一になれるよう応援していきましょう。

―――乾杯―――

●塚原事務局長あいさつ
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●2015年純パの会活動報告　田中尚さん
２月７日（土曜日）
　パ・リーグ歴史探訪＜東京編＞「東京スタジアム＆駒沢球場跡地へ」※会報178号に掲載
４月12日（日曜日）
　東京野球ブックフェア「大物メジャー＆ゴールデンルーキー達を獲得！」
　※会報179号に掲載
４月19日〜９月６日
　合同観戦会　計８戦で実施
９月６日（日曜日）
　パ・リーグ歴史探訪＜福岡編＞「香椎野球場＆平和台球場跡地へ」※会報182号に掲載

●2015年パシフィック・リーグ順位予想結果発表　田中尚さん
今年で３年目になりますが、会員の皆さんによ
る今シーズンの順位予想を行いました。その結果、
１位のソフトバンクを含め、４つの順位を当てた
小林新さん、田中篤史さんを最優秀賞として表彰
いたします。

●純パ賞投票結果発表　田中尚さん
純パ賞候補８組の中から投票をし、その結
果を発表いたします。

１位　前・千葉ロッテマリーンズ応援団長
　ジントシオさん

１位　西口文也（ライオンズ）
３位　杉谷拳士（ファイターズ）と西武プリ

ンスドームウグイス嬢の鈴木あずささん
３位　森友哉（ライオンズ）
３位　松井裕樹（イーグルス）

●順位予想で最優秀賞の田中篤史さんには賞状と
賞品（フランク三浦×リリーズ神田スタジアムの
コラボウオッチ「フランク三浦  桃魂2015モデ
ル」）が贈られました。
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６位　オリックスバファローズ球団公式チアダンス＆ボーカルユニット「Bs Girls」
７位　角中勝也（マリーンズ）
８位　バンデンハーク（ホークス）とアナ夫人

投票結果として１位が二つも選ばれました。純パ賞の選出は事務局で再検討をしたいと思
います。
最終的には選出された選手への贈呈式を考えております。プレゼンターは純パの会の会員
から選出したいと思います。

●2015年を振り返って　納会に出席した会員からの話
松場重樹さん

「今年のＭＶＰはホームランテラスを選出したい」
私はソフトバンクのファンではなく、ホークスファ

ンです。ちなみにiPhoneはドコモです。ホークスが
強すぎるという話を聞きますが、今年はそんなに楽で
はありませんでした。レギュラーシーズンは30試合ち
ょっと観戦しましたが、楽に勝った試合は記憶にあり
ません。選手全員の力を結集し日本一になれたのだと
思っています。あえてホークスでＭＶＰを選出すると
すれば“ホームランテラス”でしょうね。本来、ＭＶＰ
の“Ｐ”は“player”ですが、“place”に読み替え、“ホー
ムランテラス”をＭＶＰに選出したいと思います。
来年のホークスは李大浩と松田宣浩が抜けそうです
が（※）、また新しい戦力が出てくると思います。

岩河正剛さん
「ホークスは大事な試合を落とさなかった」
ホークスは独走しましたが、ぶっちぎりというわけ
ではありませんでした。でも２位チームとの直接対決
など、大事な試合で強かったですね。選手層が厚いの
もそうですが、それを使いこなした工藤監督の采配も
見事でしたね。
来年の話になりますが、パシフィック・リーグはど
このチームも優勝するチャンスはありますね。

【※編集担当注】納会の時点で去就が決まってなかった松田宣浩
選手は結局ホークスに残留。一方、李大浩選手は1月25日現
在去就は決まっていない。
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鈴木恵美子さん・勇太朗くん
「ホークス戦は20試合観戦して18勝２敗」
昨年、息子を初めてホークスの試合を連れて行

ったところ、見事にハマってくれました。
今年はホークスの試合を20試合観戦し、勝敗結
果は18勝２敗です。私は南海ホークスからのファ
ンなので弱いホークスを充分知っていますが、息
子は強いホークスしか見ていないので、それで良
いのかという疑問を抱いております。
ホームランテラスに関しては相手チームも同じことなので、ホークスだけが優位だと思っ
ていません。

山下威さん
「新聞へのメジャーデビューを果たした」
９月６日に純パの会主催の「パ・リーグ歴史散歩」に

参加し、平和台球場の跡地を訪れました。そのときに
本日も着ている西鉄ライオンズのユニフォームを着用
しておりました。その際に朝日新聞の記者の方も同行
され、その記事が朝日新聞に掲載されました（会報182
号・37ページ参照）。私は福岡出身で現在埼玉県に住
んでおり、ライオンズと同じ経路を辿っており、その
ことが記者の気をひいたのだと思います。悪い事でも
しなければ新聞に載るなんて考えられませんでしたが、
こうしてめでたく新聞のメジャーデビューを果たした
わけです。
来年のホークスは李大浩と松田宣浩が球団を去り（※）、

ホームランが65本減少することになりますが、また新
しい戦力が出てくると思います。

大沢稔さん
「セ・リーグの混戦はパ・リーグのお蔭」
私はＡクラスのチームよりもＢクラスのチームを

応援します。来年は今年Ｂクラスだったライオン
ズ、バファローズ、イーグルスが頑張ってほしい
ですね。混戦のダンゴレースを期待しております。
今年も交流戦ではパ・リーグの圧勝でしたね。
セ・リーグも交流戦後に全球団が勝率５割を割っ
てしまいました。不本意ではありますが、セ・リ
ーグが混戦になり、あれだけ盛り上がったのはパ・
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リーグのお蔭だと思います。来年の日本シリーズもパ・
リーグが４勝１敗で勝つことを期待します。

鈴木幸敬さん
「ライオンズが転落したのはイエローユニフォームのせい」
私は長谷川晶一さんと縁があり、私も同様で12球団
のファンクラブに入会しております。その長谷川晶一
さんの縁で今年の９月に純パの会に入会した次第です。
パ・リーグで一番好きな球団はライオンズです。今
年のライオンズは前半戦調子良かったのですが、悪夢
の13連敗（７月15日～８月４日）を喫してしまい見事に
転落してしまいました。やはり「イエローユニフォー
ム」のせいでしょうか。皆さんも言われている通り、来
年のパ・リーグは混戦を期待しております。

神田裕子さん
「ライオンズが勝った翌日にはハイタッチで迎えられる」
純パの会の会報は数年前から読ませていただいてお
ります。皆さんのパ・リーグに対する熱い思いに感動
してしまい、この度、会員にさせて頂きました。
埼玉で生まれの埼玉育ちで職場も埼玉にあります。
そんなわけで埼玉西武ライオンズを応援しております。
職場でもライオンズファンが多く、勝利した翌日には
ハイタッチで迎えられます。来年も皆さんと一緒にパ・
リーグを応援した
いと思います。

田中篤史さん
「７月12日に東京ドームでロッテの主催ゲームがあります」
ロッテは2005年と2010年に日本一になったものの、

実際のところペナントレースでは40年以上も優勝して
おりません。優勝を期待したいところですが、来年も
今江敏晃とクルーズが抜け、さらに厳しい状況です。
来年は７月12日に東京ドームで主催ゲームがありま
す（東京での主催試合は39年ぶり）。これは楽しみです。
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三井田明正さん
「ロッテの応援は６月まで．．．」
毎年、ロッテの応援は５月か６月でやめます。例年

のことなのですが、その頃になると先が見えてきます。
おそらく来年も６月を過ぎるとホークスを応援してい
ると思います。やはり私の世代というのは日本シリー
ズで巨人に痛めつけられた悔しい思いがありますので
何とかホークスには日本シリーズで連覇を続けてほし
いものです。

土岐英一郎さん
「オリックスは他球団の引立て役になってしまった」
関西から来ているのでオリックスの話をしようと思

います。今年のオリックスは主役になるはずが期待を
裏切り他のチームの引立て役にしかなりませんでした。
◦有原航平の初勝利を献上したのもオリックス戦で
す（５月15日）。
◦柳田悠岐のトリプルスリーを決めた 30 盗塁を決め
たのもオリックス戦です（９月15日）。
◦秋山翔吾のシーズン最多安打（216 本）を達成し
たのもオリックス戦です（10月１日）。
今年のオリックスは低迷し続け、関西のスポーツ紙
でも扱いは小さいのが現状です。と、オリックスの話
はこのへんにして……
今年はコボスタ以外の本拠地はすべて足を運ぶこと
が出来ました。また６球団のマスコットとは一緒に写
真を撮ることが出来ました。

西野僚さん
「来年はオリックスを９割、残りの１割は○○を応援します」
今日は朝の５時半に和歌山を立ち、納会に参加して
おります。
来年はオリックスの応援を９割、残りの１割はスワ

ローズを応援するつもりです（会場から大ブーイング）
というのは、スワローズファンの彼女が出来たから

です（さらに大ブーイング。「彼女をオリックスのファ
ンにすればいいだろう」とヤジが飛ぶ）。
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本人は、すみません、すみませんの連発……

寒河江健さん
「陽岱鋼のおかげで台湾からのお客さんが増えた」
（台湾国旗を羽織い）今年２位に終わってしまっ
たファイターズです。今年は台湾からのお客さん
も増えましたね。陽岱鋼の人気は凄いと思いま
す。彼は相手チームのファンからも人気がありま
すね。来年こそは絶対ファイターズが優勝すると
思います。

中井資員さん
「飲み屋で昭和25年からのパ・リーグの歴史を語る」
今年で87歳になります中井です。今でも飲み屋
で野球の話題になると、どこのファンかと聞かれ

「毎日オリオンズ」と答えるようにしております。
そうなるといつも昭和25年からのパ・リーグの歴
史を語らなければなりません。これが大変です。
先日、身の回りを整理していたら、昭和49年から
の選手名鑑が出てきました。希望者に差し上げます。

鈴木紀生さん
「強い阪急ブレーブスが好きでした」
久しぶりに納会に出席しました。純パの会のロ
ゴは二十数年前に作った記憶があります。
私は子供の頃、西宮に住んでおり「阪急ブレー
ブスこどもの会」出身です。本日は息子も同席し
ておりますが、名前は勇太郎です。“勇者”の勇
太郎です。
私が小学校の４年に阪急ファンになったのは阪

急が強かったからです。強いときにファンになるのは正しいファンの在り方だと思います。
ホークスが強すぎるという話がありますが、まだまだ80年代のライオンズから比べれば

大したことはありません。あの頃のライオンズファンは態度がでか過ぎましたね。４月の時
点で手帳に日本シリーズの予定を書いていましたからね（会場笑）。
また今後ともよろしくお願いします。

小暮清之さん
「流行語大賞はセ界恐慌」
私は全パのファンです。今年の交流戦は楽しかったですね。7月になるとセ・リーグの順
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位表を見るのが毎日の楽しみでした。流行語大賞
に「トリプルスリー」が選ばれましたが、
私の中での流行語大賞は「セ界恐慌」です。
来年はパ・リーグ全チームが勝率５割を上回り
ダンゴレースになることを期待します。

蜷川明男さん
「来年も投手力でホークスが優勝」
３年前に大病を患い球場には足を運ぶことが難

しくなりました。パ・リーグの試合はもっぱらテ
レビ観戦で、ＭＸテレビでホークスの試合を良く
見ております。来年も投手力がしっかりしているホークスが優勝するような気がします。

●白いボールのファンタジーの 合唱で締め
くくり
納会を含めた一次会を無事に終え、二次会

会場へ移動……

●１次会の納会参加者で記念撮影
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【二次会：リリーズ神田スタジアム「楽天の間」】（16：00〜19：00）
二次会より７名（※）の会員が参加。リリーズ神田スタジアムの掘りごたつ席にところ狭し
とギュウギュウ詰め状態。二、三人は隣の席にはみ出ていたはず。少なくとも私（塚原）はほ
とんど立っていた。それでも、順位予想で最優秀賞に選ばれた小林新さんの表彰を行ったり、
今回の順位予想の賞品をご提供いただいたリリーズ神田スタジアム様より、追加でご提供い
ただいた「桃魂パーカー」争奪大ジャンケン大会などしていても、端から端までの声が届か
ない状態。ワイワイガヤガヤとあっという間に３時間が過ぎてしまいました。

（※二次会より７名が参加と書いていますが、
リリーズの監督・高橋さんも純パの会員なの
で正しくは８名です）

●２次会のようす
　（リリーズ神田スタジアムにて）
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【三次会：池袋・ビックエコー Lionsコラボルーム「440（獅子丸）」（20：00〜23：00）
三次会はパシフィック・リーグの歌三昧、３時間をパ
シフィック・リーグ各球団の応援歌や選手登場テーマ曲
を歌いまくりました。以下が３時間で歌われたパシフィ
ック・リーグ関連曲の数々です。
「白いボールのファンタジー」「ファイターズ賛歌」「そ
れゆけぼくらのファイターズ」「ウイ・ラブ・マリー
ンズ」「吠えろライオンズ」「若き獅子たち」「地平を
駆ける獅子を見た」「羽ばたけ楽天イーグルス」「いざ
ゆけ若鷹軍団」「近鉄バファローズの歌」「燃えろ！近鉄バファローズ」「オリックス・ブ
ルーウェーブ応援歌」「ＳＫＹ」「栄光の架け橋」（サブロー登場曲）「Follow Me」（高橋朋
己登場曲）「人にやさしく」（秋山翔吾登場曲）
他たくさんの選手登場曲などなど……
これだけの曲を３時間も歌い続けられるのは、純パの会の会員だけだと思います。
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以上、一次会から三次会まで通しでお付き合いした方は10時間以上のロングランでした。
本当にお疲れ様でした！
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2015年、新語・流行語大賞と振り返る
オリックス・バファローズ総括
土岐　英一郎（大阪府東大阪市）

2015年のパ・リーグ。
ホークスのリーグ＆日本一連覇、大谷翔平投手の投手三冠、マリーンズのプチ下剋上、秋

山翔吾選手のシーズン通算最多安打記録更新、若き守護神松井佑樹誕生、レジェンド西口文
也投手、中嶋聡選手の引退など、今年も話題を欠くことなく盛り上がりを見せた。
その中で、昨年に続き、リーグの主役になるべく戦い続けたオリックス・バファローズ。
2015年の喜怒哀楽を、今年の新語・流行語大賞に選ばれた言葉とともに、振り返りたい。

（【※編集担当注】流行語の後のカッコ内の人物・団体名は受賞者）

年間大賞「爆買い」
（羅怡文 ラオックス株式会社 代表取締役 社長）
　シーズン前の大型補強。
　アスレティックスの３Ａから中島裕之（３年で10億５,000万）、ベイスターズからトニ・ブ
ランコ（２年で５億）、ファイターズから小谷野栄一（２年で１億5,000万）、カープからブラ
イアン・バリントン（１億5,000万）。一方で現有戦力ではＦＡ宣言していたエース金子千尋
が残留（４年で20億）、ＦＡ資格を取得した守護神平野佳寿が宣言せず残留（３年で９億）、糸
井も３億５,000万円などなど……

年間大賞「トリプルスリー」
（福岡ソフトバンクホークス・柳田悠岐選手、東京ヤクルトスワローズ・山田哲人選手）
９月15日のバファローズvsホークス戦（京セラドーム大阪）にて、柳田選手に今季通算30盗

塁目を許し、この時点で打率、本塁打とあわせ打率３割、30本塁打、30盗塁のトリプルスリ
ー達成を確実に（ちなみに、個人的にバックネット裏で観戦していたこの日、オリックス・
バファローズは阪急時代から起算しての球団通算5,000勝を達成）。
ついでに、2015年シーズンの観客動員も京セラドーム大阪では今年だけで「３度」観客数

の新記録を達成。同一カード３連戦での「観客３万人」以上を２度達成。なお、その２回とは、
本拠地開幕カードのファイターズ３連戦３連敗（４月３～５日）と、交流戦最終カードだっ
たタイガース３連戦での３連勝（６月12～14日）。

以下はトップ１０より。
「まいにち、修造」
（プロテニスプレーヤー・松岡修造氏）
毎日、誰かが故障。開幕前、他チームが羨むほどの補強と戦力を整えてシーズンに臨んだ

が、開幕してからは、他チームから同情されるほどに故障で離脱。
もっとも、開幕前から懸念材料はあった。開幕投手に指名されていたエース金子千尋は右
ヒジの回復遅れで二軍スタート。中継ぎの柱の比嘉も右ヒジ痛でキャンプから二軍調整で開
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幕には間に合わず。シーズンが始まると、不安に拍車がかかり期待の戦力から次々と離脱。
開幕２カード目で主砲ブランコ、守護神平野佳寿が離脱。その後も、中島は４月と５月に脇
腹痛で抹消。小谷野は５月のふくらはぎ痛から復帰後に骨折で再離脱、バリントンは好投す
るたび故障発生で抹消。キャプテン糸井はケガを我慢して出た結果、極度の不振に陥り７月
登録抹消。前半戦を引っ張った投打の軸、ディクソン、西野貴弘までも故障で離脱。２ケタ
勝利を挙げた西勇輝、東明大貴両投手も、それぞれ顔面けいれん、インフルエンザで離脱。
その他、Ｔ−岡田、ヘルマン、宮崎、平野恵一、原拓也、馬原、佐藤達也、吉田一将、塚原
など、ありとあらゆる選手が故障で抹消。終わってみたら開幕１軍メンバーでシーズン通し
て１軍にいたのは、安達了一と山崎勝己、駿太のみ。

「安心して下さい、穿いてますよ」
（お笑い芸人・とにかく明るい安村氏）
安心して下さい、お客さんは球場にいますよ。
本拠地開幕カードでは３連戦に来場者プレゼント。オリ姫デーにオリ達デー。Bs夏の陣
では地球儀ユニフォーム。交流戦のカープ戦ではカープ女子との対決企画。本拠地最終戦で
は、谷佳知選手の引退試合も挙行。京セラドーム大阪（36,154人、３回記録）、ほっともっと
フィールド神戸（34,898人）ともに１試合の観客数の最高記録をマークし、観客数は、成績に
反比例して170万人超えの球団新記録（176万7,220人/71試合）。
「とにかく明るい」北川博敏事業本部企画事業部ＰＭ（プロジェクト・マネジャー）が、打
撃コーチに就任。ベンチの中も安心して下さい、来季は賑やかですよ！？

「SEALDs（シールズ）」
（SEALDsメンバー・奥田愛基氏）
盤石のリリーフ陣（シールド）、完膚なきまで崩壊。
馬原、佐藤達、比嘉、平野すべてが抹消経験あり。６回までリードしていたら勝利確実だ
った昨年のパターンは一気に崩壊した。林昌勇獲得報道もあったが、現有戦力と配置転換で
来季に復権を目指す。

「アベ政治を許さない」
（作家・澤地久枝氏）
森脇長期政権を許さない？　昨年、２位躍進を遂げた森脇浩司監督。新たに２年契約を交

わし、「輝氣」をスローガンに、わずか２厘差で逃した19年ぶりのリーグ優勝を目指したが、
成績不振の責任を取る形で、６月２日の試合前に休養を発表、福良淳一ヘッドコーチが監督
代行として、その日のジャイアンツ戦から指揮を執ることに。

「五郎丸（ポーズ）」
（ラグビー日本代表、ヤマハ発動機ジュビロ・五郎丸歩選手）
来季に復活？　小松聖投手の、お立ち台での「ルーティーン」。
今年、終盤に１軍に昇格し、プロ初セーブも挙げ、復調の気配を見せた小松投手。どの役
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割になるかは不明だが、お立ち台での『キター！』が６年ぶりに見られるかも？？

「エンブレム」
（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）
糸井……

ん？　ここにあがったの全員主力やん！！
ファンにとっては、暗い話題が多く、振り返りたくない悪夢のような１年だったと思う。
新人王になった有原航平投手のプロ初登板初勝利（５月15日・札幌ドーム）や、秋山選手の
シーズン最多安打達成（10月１日・京セラドーム大阪）など、リーグの引き立て役になってし
まうことが多かった、2015シーズンのバファローズ。
来シーズンは主力選手たちが活躍すれば、おのず成績もうなぎのぼり？！　契約金１億（推

定）、ドラフト１位の吉田正尚選手にも、未知数ながら大いに期待したい！？
新生・福良バファローズが、2016シーズンを盛り上げてくれてくれないと、「ダメよ〜ダ

メダメ（2014年年間大賞・日本エレキテル連合）」？
（2015年12月19日）

純パの会オリジナルグッズ・第２弾
「ネックストラップ＆チケットフォルダー」の頒布について

　多くの会員から好評をいただいております「純パの会特製ネックストラップ＆チケ
ットフォルダー」は、すでに総会や合同観戦の参加者などに配布をしておりますが、
遠方にお住まいの会員などを対象に、郵送でのお申し込みを受付を行なっております。
ご希望の方は、会員名と送付先をご記入の上、下記担当者宛に必ずハガキでご応募く
ださい。
　なお、大変恐縮ですが、今回、送料などの諸経費として500円を徴収させていただ
きますので、「ネックストラップ＆チケットフォルダー」に同封する振込用紙にてご入
金をお願いします。

※数に限りがありますので、会員１名につき１セットまでとさせていただきます。
※メール、電話による受付は行いませんのでご了承ください。
※発送は次回３月19日（土曜日）の会報発送時を予定しております。
　（応募者多数の場合は発送できませんのでご了承ください。）
※会員限定のグッズですので、ネットオークション等での販売は厳禁とします。

【応募ハガキの送り先】
〒272-0114　千葉県市川市塩焼5-4-31　アルカーサル101　田中　尚　あて


