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スカパー! サヨナラ賞

10、11 月度「スカパー! サヨナラ賞」受賞選手が決定！
セ・リーグは山田哲人選手（東京ヤクルトスワローズ）
パ・リーグは岡大海選手（千葉ロッテマリーンズ）
今年度の「スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞」は
ファン投票で決定！
明日、11 月 12 日（金）より投票開始
スカパー! は、プロ野球を盛り上げるべく、2012 年よりセントラル、パシフィック両リーグが制定する月
間「スカパー! サヨナラ賞」に協賛しています。本賞は月間を通じて最もインパクトのあるサヨナラ打を放
った選手を両リーグから 1 名ずつ選出し、スカパー! よりトロフィーと賞金 30 万円をお贈りするものです。
11 月 11 日（木）、月間「スカパー! サヨナラ賞」10、11 月度の受賞選手に、セ・リーグは山田哲人選手
（東京ヤクルトスワローズ）、パ・リーグは岡大海選手（千葉ロッテマリーンズ）が発表され、各会場で表彰
式が行われました。
また、山田哲人選手（東京ヤクルトスワローズ）の表彰式には、スカパー! プロ野球 PR アンバサダーの倉
持明日香がオンラインで登場し、MC を務めました。

【10、11 月度「スカパー! サヨナラ賞」表彰式の様子】

≪受賞選手コメント≫
山田哲人選手（東京ヤクルトスワローズ）

岡大海選手（千葉ロッテマリーンズ）
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≪受賞プレー概要≫
セントラル・リーグ 山田哲人選手（東京ヤクルトスワローズ） 2 回目
山田選手は、10 月 7 日（木）明治神宮野球場で行われた対読売ジャイアンツ 22 回戦、0 対 0 で迎えた 9 回裏、2
死 2 塁の場面で打席に立ち遊撃内野安打を放つと、2 塁走者が一気に本塁へ生還し、劇的な幕切れを飾った。
東京ヤクルトは、各投手が踏ん張り巨人打線に得点を許さない一方、巨人先発の菅野投手から 6 回まで無安打と完
全に抑え込まれ、続く 2 番手以降の投手陣からも安打のないまま最終回を迎えた。9 回裏、ノーヒットノーランリレ
ーが目前の読売は、守護神ビエイラ投手を投入。一方、何とか勝利を収め優勝へ近づきたい東京ヤクルトは、1 死走者
なしから塩見選手がチーム初安打を放つと、見事盗塁を成功させてチャンスを広げ、2 死 2 塁のサヨナラの場面で山
田選手が打席に立った。緊迫した場面の中、カウント 0-1 からビエイラ投手の 161 キロの直球を捉えると、打球はシ
ョートへのボテボテのゴロとなり、全力疾走の末、内野安打となる。この間に塩見選手が一気に生還し、一瞬にして歓
喜に包まれた。
東京ヤクルトからのスカパー! サヨナラ賞受賞は、2020 年 6、7 月度の西浦選手以来となり、山田選手は 2 度目の
受賞となった。

パシフィック・リーグ 岡大海選手（千葉ロッテマリーンズ）2 回目
岡選手は、10 月 15 日（金）ZOZO マリンスタジアムで行われた対福岡ソフトバンクホークス 22 回戦、1 対 1 の
同点で迎えた 9 回裏、2 死 1 塁の場面で左中間へサヨナラ 2 点本塁打を放った。
この試合、千葉ロッテは 1 点を先制された直後の 5 回裏、加藤選手のソロ本塁打で同点とする。その後、両チーム
のリリーフ陣が無失点リレーを見せ、1 対 1 のまま試合は最終回の攻防へ。9 回表、千葉ロッテ抑えの益田投手が打
者 3 人でしっかりと抑え、この試合の負けを無くし、裏の攻撃へ全てを託す。9 回裏のマウンドには福岡ソフトバン
ク抑えの森投手。1 死から代打、佐藤都選手が四球を選び出塁し 2 死 1 塁となった場面で打席には岡選手。3-1 から
の 5 球目をフルスイングすると、打球は左中間へ伸び、そのままスタンドへ。土壇場での劇的なサヨナラアーチは、
激しい首位争いで負けられない戦いが続いているチームにとって最高の一打となった。また、この試合の勝利で千葉
ロッテは 2 年連続の CS 進出を決めた。
岡選手は 4 月 21 日の対北海道日本ハム戦でもサヨナラ本塁打（3、4 月度スカパー! サヨナラ賞受賞）を放ってお
り、今季 2 本目のサヨナラ本塁打で、2 度目のスカパー! サヨナラ賞受賞となる。

≪スカパー! プロ野球 PR アンバサダー 倉持明日香さんコメント≫
【山田哲人選手（東京ヤクルトスワローズ）の受賞に対するコメント】
どちらのチームも素晴らしい継投で 0-0 で迎えた 9 回裏ツーアウト、主将 山田哲人選手のバットで試合を決めま
した！この試合でスワローズは連勝を「6」に伸ばしました。投手陣の踏ん張り、塩見選手のナイスラン、山田選手の
勝利に対する強い気持ち。チーム全員で 1 勝を掴み取る、その強さをスワローズに教えてもらった気がします。CS フ
ァイナルステージもスワローズのチーム力に期待しています！
【岡大海選手（千葉ロッテマリーンズ）の受賞に対するコメント】
9 回裏ツーアウトからのサヨナラツーランホームランでチームを CS 進出に導きました。4 月にも劇的なサヨナラツ
ーランホームランで月間賞を受賞している岡大海選手。M8 となった試合後のインタビューでは、チームへの感謝の言
葉を何度も口にし、ヒーローとなった夜も変わらず謙虚なコメントを残していました。一言で言うと“やはり持ってい
る男”ですが、打撃だけでなく脚や守備でもチームを幾度となく救ってきた岡大海選手。CS ファイナルステージでも
マリーンズファンの大きな期待を背負い、どんなミラクルを起こしてくれるのか楽しみです！

■月間「スカパー! サヨナラ賞」とは（公式サイト：https://baseball.skyperfectv.co.jp/sayonara/）
月間「スカパー! サヨナラ賞」は、月間を通じて最もインパクトのあるサヨナラ打等を放った選手に贈られる賞として
2012 年に制定されました。スカパー! は、2006 年シーズンから「プロ野球セ・パ両リーグ公式戦全試合、プレイボー
ルからゲームセットまで放送」
（※トップ＆リレー、録画放送を含む）を掲げており、
「試合終了最後の 1 球まで真剣勝負
をお届けするスカパー! 」から多くのファンに、プロ野球中継最大の魅力を伝えることができ、それがプロ野球界発展の
一助となると考え、本賞へ協賛しています。また、同様の趣旨のもと 2009 年シーズンから、レギュラーシーズンを通じ
て最も劇的なサヨナラ本塁打、またはサヨナラ安打等を放った選手に贈られる賞として「スカパー! ドラマティック・サ
ヨナラ賞 年間大賞」を制定しています。

■『2021 スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞』ファン投票実施について
今年度の受賞選手を、ファン投票で決定することにしました。
「最もインパクトのある劇的なサヨナラ打を放った選手を表彰」するという本来の趣旨はそのままに、ファン投票を取
り入れることで、年間大賞をファンの皆様とともに作り上げ、より親しみやすい賞となることを目的とします。
投票期間は 2021 年 11 月 12 日（金）12 時～11 月 21 日（日）23 時 59 分、WEB サイト及び Twitter にて受け付け
ます。発表は 2021 年 12 月 21 日（火）開催予定の表彰式にて行います。

＜『2021 スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞』ファン投票実施概要＞
■年間大賞 候補プレーについて
対象は、今シーズンの月間「スカパー! サヨナラ賞」受賞プレーとし、その中からファン投票で最多票を獲得した
プレーを年間大賞とします。
■投票期間
2021 年 11 月 12 日（金）12 時 ～ 2021 年 11 月 21 日（日）23 時 59 分
■投票方法
投票は WEB と Twitter で行います。
詳細は以下をご確認ください。
・日本野球機構ホームページ（https://npb.jp/）
・スカパー! 公式ホームページ（https://baseball.skyperfectv.co.jp/sayonara/yearlyaward/）
■年間大賞発表について
2021 年 12 月 21 日（火）開催予定の「2021 スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞」表彰式で発表い
たします。

”サヨナラ打”を振り返る特別配信番組

『スカパー! サヨナラ賞 presents わが心のサヨナラゲーム』11 月 12 日 21 時より配信
今季のサヨナラ打はもちろん、印象に残る過去の劇的な一打を振り返る特別番組。真中満さん、G.G.佐藤さん、上田
剛史さん、スカパー! プロ野球 PR アンバサダー倉持明日香さんを迎えてお送りします！

<スカパー! サヨナラ賞 presents わが心のサヨナラゲーム>※スケジュールは変更になる場合がございます。
番組名
出演
配信日時
配信サイト

視聴方法

：スカパー! サヨナラ賞 presents わが心のサヨナラゲーム
：真中満、G.G.佐藤、上田剛史、倉持明日香（スカパー! プロ野球 PR アンバサダー）
：11 月 12 日（金）午後 9 時～ 生配信
：スカパー! 公式 YouTube
https://youtu.be/qfATp3yuFtI
スカパー! プロ野球 Twitter
https://twitter.com/i/broadcasts/1jMKgejVVOjJL
：どなたでも無料でご視聴いただけます。
リリース情報は、スカパー! 公式サイトにも掲載されております。https://www.skyperfectv.co.jp/

