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2010年度社会人野球表彰選手選考経過 な らびに結果発表

1.ベ ス トナイ ン

J
R九州

26歳

(
初)

184c
m 85kg 右投 ｡右打
神戸西高一国士舘大
都市対抗で橋戸賞 を受賞､年 間防御率 1位 の東芝藤 田投手 と都市対抗久慈賞､ 日本
選手権敢闘賞､年 間最多勝 の J
R九州潰野投手 に絞 られた｡両大会で 6勝 1敗､年
間対象大会で 10 1回に登板 し､抜群 の安定感 を評価 された演野投手が受賞 した｡

J
R九州 30歳 (初)
178c
m 78kg 右投 ･右打 柳 ヶ浦高 一東洋大学 ‑ ミキハ ウス
都市対抗､ 日本選手権での準優勝 に貢献 した投手陣を支 えたデ ィフェンス面 と勝負
強い打撃が評価 された｡
(
初)
トヨタ自動車 33歳
180c
m 78kg 右投 ･右打 弥富高 一九州共立大 ‑阪神 タイガース
高打率 をマー ク した 日本通運 ｡金子､年 間を通 して コンスタン トな打撃で打点 ラ
ンキング 2位 の NTT東 日本 ･高尾 も候補 に挙 げ られたが､ 日本選手権で優勝 に貢
献 し､打撃賞 も獲得 した トヨタ自動車 ｡的場の評価 が上回った
ヤマハ 30歳
(
初)
182c
m 88kg 右投 ｡右打
ワシン トンルイス高 (
ブ ラジル) ‑ヤ クル トス ワローズ‑シダ ックス
都市対抗で高打率 をマー ク､チームのベ ス ト4入 りに貢献 し､若獅子賞を獲得 し
た住友金属鹿 島 ｡小島､年 間最多安打や最多盗塁 を記録す るな ど一年 を通 して好調
を維持 した三菱重工横浜 ･坂上が高評価 を受 けたが､都市対抗､ 日本選手権両大
会 とも優秀選手賞 を獲得 したヤマハ ｡佐藤 が初受賞 となった｡
｡

(
初)
トヨタ自動車 27歳
172c
m 76kg 右投 ･右打
尽誠学園高一駒棒大
年 間を通 して高打率 をマー ク し､チームの 日本選手権優勝 にも貢献 した トヨタ 自動
X‑ENEOS･宮樺 らを抑 えた.
車 ･坂 田が､ 日本選手権首位打者賞の J
☆遊撃手

J
R九州 30歳 初
173c
m 75kg 右投 ･右打
柳川高 一東京農大
堅実な守備 と 1番打者 としてチームを牽引 し､都市対抗､ 日本選手権両大会準勝
に貢献｡東芝 ･安達､ 日本通運 ･棒材 の成績 も評価 されたが､J
R九州 ･田中が
選 出 された｡
179c
m 75k
g 右投 ･左打
177c
m 80kg 右投 ･右打
176c
m 80kg 右投 ･右打

(
初)
m 東 日本 29歳
駒大岩見沢高 一駒棒大
JR九州 27歳
(
初)
延 岡工高 一九州東海大
東芝 24歳
(
初)
九州 学院高一東洋大

都市対抗優秀選手賞､年 間最多打点賞 を獲得､年間を通 しても 4割 を超 える打率
を記録 した m 東 日本 ｡北道 をまず選 出｡続いて､都 市対抗､ 日本選手権で 3本
塁打を放 った勝負強い打撃が評価 された JR九州 ｡藤 島を選 出｡ 残 る 1枠 は､年 間
首位打者 の JFE東 日本 ｡落合､アジア競技大会で勝負強い打撃 を印象付 けた富士
重工業 ｡林､都市対抗若獅子賞の三菱重工横浜 ｡五十嵐 らの争いになったが､都
市対抗で優勝 した東芝のク リー ンア ップの一角 として高打率 をマー ク し､チーム
の勝利 に貢献 した東芝 ･松永が受賞 した｡

JX‑ENEOS 28歳

(2)

180c
m 80kg 左投 ｡左打 智帝和歌 山高一慶鷹義塾大
一年 を通 して コンスタン トな成績 を残 した 日本通運 ･新垣 と JX‑ENEOS･池
辺の 2人 に絞 られた｡都市対抗で優勝 した東芝の補強選手 として打撃賞 を受賞
した活躍 を評価 し､池辺 を選 出 した｡

2.個人表彰選手
(1)

首

位

打

者

寅

野手 J
FE東 日本
4 3打数 19安打 4割 4分 2度
報徳学園高一東海大
日立大会で 6割超､ 日本選手権で も 4割超 を記録､出場 した対象大会で コンスタン
トに安打 を放 った｡
(2) 本塁打賞
該 当者 な し (
規定による)
(3) 最多打点賞
野手 m T東 日本
17打点
東京スポニチ大会で 6打点､長野大会では 8打点を記録｡ トップバ ッターなが ら､チ
ャンスに強い打撃が光った｡
(4) 最多勝利投手
手 JR九州
15試 合 10勝 3敗
都市対抗 と日本選手権で通算 6勝 1敗｡東京スポニチ大会､四国大会､九州大会 に出
場 し4勝｡四国大会では 18イニングに登板､自責点 も 0｡抜群の安定感 でチームに
貢献｡
(5) 最優秀防御率
手 東芝
7試 合 4 9回 1/3
失点 4 自責点 4
防御率 0. 730
沖学園高 一九州共立大
都市対抗 では 2完封 を含む 3勝 を挙 げ､優勝 に貢献｡橋戸賞を受賞｡ 日立大会､九州
大会で併せて 20回 2/3に登板 し､ 自責点は 0｡規定投球回数 を満 た した投手の中
で唯一 0点台の防御率 を記録 した｡
以上

