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NEW ERAキャップ
引き渡し会場

当たり付き
カプセルトイ販売

MY BAYSTARS
カードリアル化
ブース

横浜リゾート＆スポーツ
専門学校ブース

BAY☆CHANCE
THE BAYS 
CRAFT BEER
DINING &9 
代打店長集合場所

THE BAYS 
CRAFT BEER
DINING &9 
代打店長集合場所

ファンクラブ
会員限定

グッズ販売入口

レフト側スタンド
ウィング席
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ライト側スタンド
ウィング席

●チケットは全席指定席となります。所定の席以外からの観覧はご遠慮ください。
●一部イベント参加者を除き、再入場はできませんのでご注意ください。
●内野グラウンドは立入禁止のため終日お入りいただけません。
●外野グラウンドの出入り口は、エキサイティング・シートとなります。
　なお、特定のチケットをお持ちの方のみご入場いただけます。
●人工芝保護のためヒールやスパイクでのグラウンドへの入場は禁止です。

横浜スタジアムでの観覧について
●マスクの着用にご協力ください。非着用の方はご入場いただけません。
●ペット（動物）を連れての入場はご遠慮ください。
●ゴミは所定の場所へ分別してお捨ていただくようご協力をお願いいたします。またゴミのポイ捨てはおやめください。
●イベント開催中や移動中の選手に、サイン、写真撮影、握手などを求めることはご遠慮ください。
　選手によるファンサービスは各イベント毎に定められた条件にもとづき実施させていただきます。
●イベント進行の妨げとなる行為はご遠慮ください。係員の指示に従わない場合はご退場いただくことがありますのでご注意ください。
●イベント中に撮影した写真や映像は、球団公式制作物やマスコミ報道等で使用する場合がありますのでご了承ください。

会場での注意事項 イベント会場に入場するには
ファンフェスティバルのチケットが必要です

この他、注意事項等は「横浜DeNAベイスターズ ファンフェスティバル2021特設サイト」（https://www.baystars.co.jp/specialevent/fanfestival/）をご参照ください。

外野ライト側
どんぶり&おつまみ
崎陽軒
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内野
ベイ餃子
フレッシュネスバーガー
崎陽軒
HAMASTA Cafe.
PORT FIELD GRILL
ドミノ・ピザ
目玉チャーハン＆ベイカラ
BLUE STAR HOTEL
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7番ゲート付近（場外）
BAYSTORE PARK
オフィシャルショップ

どんぶり&おつまみ
崎陽軒
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内野
ダイナマイトボウル2号店
ダイナマイトボウル1号店
ケンタッキーフライドチキン
CRAFT BAY BAR
MMCコーヒーショップ
崎陽軒
ドミノ・ピザ
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BAYSTARS DOG
お弁当（ワゴン）
ベイメンチ＆ドリンク
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通路階段上3F
カフェビクトリーコート
選手プロデュースメニュー
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BLUE STAR HOTEL
BAY MAGURO
CRAFT BAY BAR
ハマスタシウマイBAR
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濱星樓
CRAFT BAY BAR
HAMASTA SWEETS STAND
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横浜スタジアムでは以下のキャッシュレス決済が利用できます。
キャッシュレス決済
VISA／MasterCard／Diners Club／American Express／JCB／MUFG CARD／DC／DISCOVER
WAON／交通系電子マネー／QUICPay／au PAY／PayPay
※場内売り子販売や一部売店ではご使用できません。ご了承ください
※交通系電子マネーの現金チャージ機は12通路階段下にございます

横浜
スタジアム

代打店長

横浜スタジアム



11:00

15

30

45

12:00

15

30

45

13:00

15

30

45

14:00

15

30

45

15:00

16:00

15

30

15

30

45

11:00

15

30

45

12:00

15

30

45

13:00

15

30

45

14:00

15

30

45

15:00

16:00

15

30

15

30

45

14:50~15:15

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

15:30~15:55

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

12:00~12:25

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

12:40~13:05

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

13:20~13:45

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

14:10~14:35

おうちで選手に会える！
オンラインミーツ

16:10~16:30 〈リアル連動〉
ファイナルセレモニー

15:30~15:50 爆笑必至？！

大喜利王決定戦

14:50~15:10 BAY☆TALK
～95年組～

15:10~15:40

16:10~16:30
ファイナルセレモニー

12:00~12:20
新入団選手紹介

12:35~13:00 DB.Championship 2021
最速王は俺だ！

BAY BLUE SPEED

DB.Championship 2021

ハマのピクトグラマー選手権

DB.Championship 2021

ハマコレ☆2021
俺しか勝たん！ 冬のオシャレコーデ対決

DB.Championship 2021

帰ってきた！
ベイスターズの卓球王は俺だ！！

ベイスターズ ジュニアチーム紹介

13:35~14:05

14:10~14:20

15:50~16:05 結果発表

14:25~14:50

12:40~12:55

13:25~13:50

14:10~14:30 想いよ届け！
～スターマンの告白大作戦～

11:30~11:50 〈リアル連動〉
オープニングセレモニー

12:00~12:20

11:30~11:50
オープニングセレモニー

13:10~13:30
dianaステージ

11:50~11:55 個人タイトル表彰式

オ ン ラ イ ン
YouTube Live 配信コンテンツ（※要事前購入）

BAY☆TALK
～89年組～

HAMASTA KITCHEN

横 浜 ス タ ジ ア ム

無料でどなたでも
ご覧いただけます！

※要事前購入

外野エリア

1回目／12：00～12：30
2回目／12：40～13：10
3回目／14：10～14：40
4回目／14：50～15：20

「スポンサーブース」

ファンクラブ
サイン会ブース

1回目／12：45～13：00
2回目／13：30～13：45
3回目／14：15～14：30
4回目／15：00～15：15

「ファンクラブ会員限定
選手サイン会」

チケット売場

1回目／12：00～12：15
2回目／12：40～12：55
3回目／13：20～13：35
4回目／14：00～14：15
5回目／14：40～14：55
6回目／15：20～15：35

「サイン会」

BALLPARK 
BURGER &9

1回目／12：40～13：10
2回目／14：00～14：30
3回目／15：20～15：50

「代打店長」

THE BAYS &9

1回目／12：00～12：30
2回目／13：20～13：50
3回目／14：40～15：10

「代打店長」

内野エリア

新入団選手特別企画

昨年に続き、今年のファンフェスティバルも横浜スタジアム（リアル）とオンラインで同時開催！ ※内容は予告なく変更する場合がございます 　
※横浜スタジアムで実施される「スポンサーブース」「ファンクラブ会員限定選手サイン会」「サイン会」「代打店長」および一部配信コンテンツへの参加は事前購入が必要となります

15:20~15:40
ファンクラブ会員限定

選手に聞いてみた！ Special Live

12:30~ 2チーム対抗戦「DB.Championship 2021」スタート！



「オフィシャルグッズ販売」

詳しいグッズ情報は7,8ページへTHE BAYS  CRAFT BEER DINING &9

選手が当店店長のピンチヒッターとして登場し、
みなさまをおもてなし！

「代打店長」 ※要事前購入

1回目／12：00～12：30
2回目／13：20～13：50
3回目／14：40～15：10

※参加券をご持参の上、各回開始15分前までにお集まりください。
　集合時間に間に合わない場合、いかなる理由であっても
　商品のお渡しは致しかねます

注意事項
集合場所：横浜スタジアム内「BAY SIDE ENTRANCE」付近

BALLPARK BURGER &9

選手が当店店長のピンチヒッターとして登場し、
みなさまをおもてなし！

「代打店長」 ※要事前購入

1回目／12：40～13：10
2回目／14：00～14：30
3回目／15：20～15：50

※参加券をご持参の上、各回開始10分前までにお集まりください。
　集合時間に間に合わない場合、いかなる理由であっても
　商品のお渡しは致しかねます

注意事項
集合場所：集合場所：「BALLPARK BURGER &9」

※内容は予告なく変更する場合がございます

横浜スタジアム
11:30~11:50

オープニングセレモニー
ファンフェスティバル2021の幕開け☆ 
グラウンドに選手たちが登場します！

ファイナルセレモニー

☆大樹生命月間MVP賞
　6月度 T.オースティン
　10、11月度 牧秀悟

11:50~11:55

個人タイトル表彰式

各選手が2チームに分かれて行う
チーム対抗戦！ 全4競技に分かれて
熱戦を繰り広げます！

12:30~ 2チーム対抗戦
「DB.Championship 2021」スタート！

今年のドラフト会議で指名され新たに
加わる選手たちが登場！

12:00~12:20

新入団選手紹介

各チームの代表選手たちがラン
ニングバイクに乗ってゴールまで
の速さを競います！ 代打や乗り物
の交換もあるかも？ 大きな体で
ランニングバイクを乗りこなして
ゴールを目指す選手の姿に注目！

今年の夏注目を浴びたピクトグラム
に選手が挑戦！ ジェスチャー対決
や様々なお題に挑みます！ 選手
の表現力に注目☆

今年のハマコレのテーマは
「冬のオシャレ」コーデバトル！ 
ファンのみなさまに当日好きな
コーデに投票していただき、ハマ
のファッションリーダーを決定！ 
普段のユニフォームと違う選手
の魅力をお楽しみください！

DB.Championship 2021の結果発表！ 2つのチームからキャプテン
が登場し、今日の戦いをトークで振り返ります！ そしてファンフェスティ
バルの最後を彩る、花火にムービングライトを織り交ぜた光きらめく
ショーを実施します。最後までお楽しみください！

DB.Championship 2021
最速王は俺だ！

BAY BLUE SPEED

DB.Championship 2021
ハマのピクトグラマー選手権

DB.Championship 2021
ハマコレ☆2021
俺しか勝たん！ 

冬のオシャレコーデ対決

DB.Championship 2021
帰ってきた！

ベイスターズの卓球王は俺だ！！

2018年ファンフェスで実施した
『卓球』が復活！ 今年の卓球は一味
違う、スタイルでプレイする選手に
ぜひご注目を！ 「二代目卓球王」の
称号を目指して真剣勝負に挑みます！ 
2021年の卓球王は誰だ！？

その他 ステージイベント

結果発表

オフィシャルパフォーマンスチーム
dianaによるダンスステージ！ 笑顔
あふれるエネルギッシュなダンスと
パフォーマンスをお楽しみください！

13:10~13:30

dianaステージ

16:10~16:30

今シーズンの熱い応援に
感謝の気持ちを込め、
山﨑康晃選手から直筆サイン入り
「山﨑康晃モデル
UNDER ARMOURスペシャルグローブ」を、
小学生以下のお子様を対象に
抽選で10名様にプレゼント！

抽選受付け
時間：開場（10：00予定）～13:00
場所：内野コンコース13通路階段下「総合サービスセンター」
※お子様ご自身のチケット半券をお持ちいただき、
　ご本人が受付け場所までお越しください
※チケットを所持していない4歳未満のお子様は、
　保護者様の入場チケットの半券で受付けいたします

当選発表
内野エリアで開催する「dianaステージ」イベント終了後 （13：30ごろ）
大型ビジョンと場内アナウンスにて当選番号をお知らせいたします

当選者グローブお渡し
お渡し時間：当選発表後～閉門まで
場所：内野コンコース13通路階段下「総合サービスセンター」

外野エリア

選手との写真撮影会もしくはサイン会を実施！

「スポンサーブース」

※「選手ふれあい参加券」を必ずご持参ください。
　お持ちでない方は外野グラウンドにはご入場いただけません
※各回開始15分前までにお集まりください。
　集合時間にお集まりいただけなかった場合、
　イベントにご参加いただけない可能性がございます

【出展企業】
エバー航空／セルスター工業株式会社／
株式会社ジェイコム湘南・神奈川／
株式会社ノジマ／日産自動車株式会社

無料オンライン
イベント！

12月28日～30日に行われる
「NPB12球団ジュニアトーナメント
2021」に出場する16名のメンバー
をご紹介！

14:10~14:20

ベイスターズ
ジュニアチーム紹介

12:35~13:00

13:35~14:05

14:25~14:50

15:10~15:40

15:50~16:05

1回目／12：00～12：30
2回目／12：40～13：10

3回目／14：10～14：40
4回目／14：50～15：20

夢に向かってJUMP！！ 山﨑康晃グローブプレゼント
ファンフェスティバル2021スペシャル

チケット売場

対象チケットをお持ちの方に
選手がユニフォームにサインを入れてお渡しします！

「サイン会」 ※要事前購入

4回目／14：00～14：15
5回目／14：40～14：55
6回目／15：20～15：35

1回目／12：00～12：15
2回目／12：40～12：55
3回目／13：20～13：35

※引換券をご持参の上、各回開始10分前までにお集まりください。
　集合時間にお集まりいただけなかった場合、
　サイン会にご参加いただけません

注意事項
集合場所：横浜スタジアム チケット売場

注意事項
集合場所：対象スポンサーブース前

※要事前応募

YouTube Live 参加方法
球団公式YouTubeチャンネル
「YOKOHAMA DeNA BAYSTARS CHANNEL」
よりご覧いただけます！
https://youtu.be/e0wU9exHMPk

※敬称略・五十音順

「ファンクラブ会員限定グッズ販売」

詳しくは18ページへ

※販売するグッズセットはいずれも数量限定です。
　なくなり次第販売を終了します

公式ファンクラブ
「B☆SPIRIT友の会」による
限定グッズの販売ブースが
オープン！ 大好評の
グッズセットは売り切れ必至。
ご購入はお早めに！

1年に一度のファンフェスティバル！ 横浜スタジアムでもオンラインでも楽しみ尽くそう！

YouTube Live

BAY☆TALK
～95年組～

横浜スタジアムのセレモニーの
様子や、球団OBがMCとなって
盛り上げるYouTube  L i ve
をお楽しみください！

〈リアル連動〉

オープニングセレモニー

11:30~11:50

16:10~16:30 〈リアル連動〉

ファイナルセレモニー

BAY☆TALK
～89年組～

バットを調理器具に持ち替え
て、選手がオリジナルメニューを
プロデュース！ 開発のリアルな
様子をお届けします！

堅実にチームを支える1989年生
まれの選手たちによるスペシャル
トークショー！ 息のあったクロス
トークをお楽しみに！

今年のドラフト会議で指名され
新たに加わる選手が登場！新入団選手特別企画

1995年生まれの選手たちによる
和気あいあいのスペシャルトーク
ショーをお見逃しなく！

HAMASTA KITCHEN

チーム1ユーモアあふれる選手を
決める大喜利対決！ 「卓球王」に
続いて「大喜利王」の称号を獲る
のは誰だ？

14:50~15:10

DB.スターマンはDB.キララに
片想い中… 恋愛マスター（？）の
選手たちがキララを振り向かせる
方法をアドバイス。スターマンは
キララに想いを伝えられるのか？！想いよ届け！

～スターマンの告白大作戦～

爆笑必至？！
大喜利王決定戦

12:00~12:20

12:40~12:55

13:25~13:50

14:50~15:10

14:10~14:30

15:30~15:50

外野エリア

対象チケットをお持ちの方に
選手が色紙にサインを入れてお渡しします！

「ファンクラブ会員限定選手サイン会」

※会員限定イベントのため、当日受付時に「選手サイン会付グッズセット」参加券と
　券面に記載されたご本人様の会員証のご提示が必要です。
　お忘れの場合、ご参加いただけませんのでご注意ください
※各回開始15分前までにお集まりください。
　集合時間にお集まりいただけなかった場合、サイン会にご参加いただけません

1回目／12：45～13：00
2回目／13：30～13：45

3回目／14：15～14：30
4回目／15：00～15：15

注意事項
集合場所：グラウンド内「ファンクラブサイン会ブース」前

※要事前購入

外野エリア

球団OBが講師をつとめる投球体験イベントです！

「硬式球で投球体験！ ＼FUN☆FAN Baseball／」

1回目／13：00～13：30
2回目／15：00～15：30

※詳細は球団公式HPの情報をご確認ください

抽選受付
時間：開場（10：00）～11：30
場所：内野コンコース13通路階段下「総合サービスセンター」

今年も新商品が登場！ 
大人気「当たり付きカプセルトイ」
もご用意しております！
この機会をお見逃しなく！



※価格はすべて税込みです ※画像はイメージです ※商品は変更になる可能性がございます

※当選の方には球団公式SNSよりご連絡させていただきます

ファンフェスティバル当日は、新商品が目白押し！
当日お楽しみいただけるコンテンツとして、
大人気「当たり付きカプセルトイ」もご用意しております。

ファンフェスティバル2021の記念に。
ロゴをあしらったピンバッジとタオルマフラー、
ワッペンです。

2022年のカレンダーは、躍動感あふれる選手たちの
プレー写真を使用し、A2壁掛け、卓上共に同じ
ビジュアルデザインでご用意！ また、練習時の写真を使用した
選手デザインカレンダーも取り揃えておりますので、
使用空間に応じた使い分けをオススメします！

ワッペン
￥1,200

タオルマフラー ￥1,800

オフィシャル
カレンダー（壁掛け）
￥1,400

オフィシャル
カレンダー（卓上）
￥1,100

ファンフェス
ロゴグッズ

ファンのみなさまのご声援へ
感謝の気持ちを表現した、
Thanksプレーヤーズフォトグッズと
マスコットグッズです！

Thanks
グッズ

横浜DeNAベイスターズ 
オフィシャルカレンダー

※該当者がいない場合は「☆」を記入してください

縦10×横10マスの左と上の
それぞれが交差するところに
選手の背番号でたし算をして、
その数字の背番号の選手名を
記入する計算トレーニングです。

答えを記入した
「問題用紙」の写真を撮り、
ご自身のTwitterもしくは
インスタグラムに、
#ベイスターズ脳トレ 
をつけてご投稿ください。

ご回答いただいた問題用紙の写真を、ご自身のTwitterもしくはインスタグラムに
投稿してくださった方の中から抽選で6名様に選手直筆サイン色紙をプレゼント！

10×10 横浜DeNAベイスターズ背番号脳トレに
挑戦して選手直筆サイン色紙をもらおう！

2021年12月4日（土）
～12月10日（金）

応募
期間

ピンバッジ
￥400

ブラインド
デカ缶バッジ
￥800 ￥1,000

プレーヤーズ
タオルハンカチ

￥1,300

プレーヤーズ
モバイルスタンド付
キーホルダー

選手デザイン
カレンダー
￥1,400

マスコットミニタオル
￥800

￥800

マスコット
アクリル
キーホルダー

ルール

例題

10×10 横浜DeNAベイスターズ
背番号脳トレをもっと楽しんで
いただけるグッズは
BAYSTORE各店で販売中！ 
さらに難しい問題にチャレンジしよう！

グッズ紹介

当たり付き
カプセルトイ

新発売のがちゃアイテムが
登場します。
選手サイン入りグッズが
当たるチャンスも！

1回￥1,000 ￥500 ￥300

お楽しみ
カプセルトイ

選手やdianaをモチーフにした
新作のカプセルトイが登場！

1回￥500

脳トレノート ￥600

シャーペン＆
丸付ボールペン ￥900

￥600定規

ごほうびシール ￥1,100

グッズ収納ポーチ ￥1,600

他に
も！



※価格はすべて税込みです

今シーズン販売した人気商品の数々を、
ファンフェスティバルでも販売。
オリジナルフードと一緒にファンフェスティバルを楽しもう！

球団直営飲食店舗「&9（アンド・ナイン）」のおすすめ商品をご紹介。 球場外でもオリジナルフードが楽しめます！

青星寮グリーンカレー
￥1,100

若手選手が暮らす青星寮で人気のグリーンカレー！

販売場所：BLUE STAR HOTEL（2G横）

「おろし大根のローストビーフ丼」
￥1,300

販売場所：カフェビクトリーコート

「今永いちごサワー（ノンアルコール）」
￥650

販売場所：CRAFT BAY BAR（19通路横／ライトウィング3F／レフトウィング3F）

「チキン南蛮串」
￥400

販売場所：カフェビクトリーコート

VICTORY MEALS
￥1,400

選手が試合前に食べている勝負メシ！

販売場所：カフェビクトリーコート

青星寮生オフショット写真が
もれなくもらえる！

2021年ver.は、
おろし大根でさっぱり！

やさしい甘さの
いちごサワー！

オリジナルコースターが
もれなくもらえる！

今年も大好きな
チキン南蛮を
串バージョンで！

「ボールパークには美味いバーガーがある。」をコンセプトに、
グルメバーガーの老舗「FIRE HOUSE」と共同開発。
一口頬張った瞬間にジューシーで贅沢な旨味が広がる
食べ応え満点のハンバーガーを提供。営業時間／11：00～22：00

BALLPARK BURGER & 9
横浜スタジアム場外 バックスクリーン下 DREAM GATE 横

営業時間／11：30～23：00
CRAFT BEER DINING & 9
THE BAYS 球団オリジナル醸造ビールを中心に、

国内の様々なクラフトビールを楽しめるビアダイニング。
スパイシーテイストのオリジナルフードや、
期間限定の選手プロデュースメニューなども人気！

&9スパイシーグリルチキンプレート
￥980

ジャマイカ風に味付けしたグリルチキンとジャンバラヤが
楽しめる人気のプレート！

温玉とリーフレタスのタコライス
￥980

&9の定番タコライスは、とろ～り卵をのせたサラダ仕立て！

&9バーガー
￥1,900
迷ったらこれ！ チェダーチーズとカリカリベーコンの
絶妙な組み合わせ！

アボカドバーガー
￥1,650

1/2サイズのアボカドがのった贅沢なバーガー！

佐野選手プロデュース

今永選手プロデュース

大和選手プロデュース





牧 秀悟

今シーズンも、名誉ある賞を受賞した者、マイルストーンに到達した者、そして新たな記録を打ち立てた者が誕生した。
「おめでとう！」の気持ちを込めて一挙紹介！

CONGRATULATIONS!
■ 表彰

■ 達成記録

■ 記録回顧

タイラー・
オースティン
大樹生命
月間MVP賞（6月度）
2度目（2020年10、11月度以来）

大樹生命
月間MVP賞（10、11月度）
初受賞

牧 秀悟

サイクル安打
史上70人目、75度目
（新人では史上初）

大和

スカパー！
サヨナラ賞（6月度）
初受賞

牧 秀悟

球団通算
8000本塁打
史上10チーム目

宮﨑敏郎

通算
100本塁打
史上304人目

桑原将志
2試合連続
初回先頭打者本塁打
史上35人目、41度目

牧 秀悟

5打席連続二塁打
史上初



―その理想像とは、具体的にどんな人物

ですか？

「一番目指しているのは、いても何もないけど、

いなくなったら困る人。そういう人物は、様々な

ことを未然に防ぐ力があると思います。その人

が水面下でいろいろなことを遂行し、チームに

潤滑油を与え、うまく回しているから、何も起こ

らない。何かをやってくれるからスゴイと言われ

るのではなく、いなくなって初めて気付かされ

る。そんなふうに、陰でチームを支えられる人に

なりたいです」

―来季に向け、チームとしてこんなふうに

頑張っていきたいというところを教えてくださ

い。

「野球はミスが付きもので、毎試合必ずミスは

起こります。例えばピッチャーだったらフォア

ボールを出す、野手ならエラーやバントミス。

ホームランやヒットを打たれること、相手ピッ

チャーに打ち取られて凡退することも、ミスと

いえばミスかもしれない。でもそうしたミスを誰

かがバックアップする、挽回することによって

ミスがミスで終わらず、ミスを犯した選手も

チームも救われるはずです。誰かのミスを必

ず誰かがカバーする。そんなチームにしたいで

すね。佐野（恵太）キャプテンとも話し合いな

がら、よりよいチーム作りを目指していきたい

と思います」

―最後にファンへのメッセージをお願いし

ます。

「いつも当たり前のように“応援よろしくお願

いします”と言ってきましたが、今季の僕の成

績、そしてチームの成績は、その言葉をファン

の皆さんへ発するに値するものだったかとい

えば、そうではないと思います。だから、気軽に

“来年もまた応援よろしくお願いします”とは

言えないな、というのが素直なところです。で

は、ファンの皆さんに応援してもらえるチーム

とは、どんなチームなのか。僕自身、何度か考

えたことがありますが、改めてチーム全員で、

そこを考えるべきではないかと思っています。

そして“応援されるべきチーム”をまた一から

作っていきたい。その過程では、時にファンの

皆さんの厳しい目が、僕らを強くしてくれること

もあるでしょう。不甲斐ない試合には叱咤激

励を、勝った試合では大きな拍手を。そして応

援に値するチームができた日には温かい目で

見守り、心から応援していただければ嬉しく

思います」

これまで配球はキャッチャー頼みで、自分はた

だいい球を投げればいいんだろうと思ってい

たところがあったんです。“バッテリーの共同

作業”という意識が欠けていた。そこは新た

に考えさせられたところです」

―そんな2021年型の今永投手が今季最

も手応えを感じたのは、どの試合でしたか？

「9月5日のバンテリンドーム ナゴヤ、中日ドラ

ゴンズを7回無失点に抑えた試合です。今

季、僕が唯一無失点で抑えることができた試

合。いつもそこまで完璧に“ゼロに抑えな

きゃ”と思いながら投げるタイプではないので

すが、やはりこういう試合をどんどんやってい

かなければいけないなと改めて思いました」

 目指すは陰でチームを支える、
 空気のような存在

―さて今季、前選手会長の石田健大投

手から指名され、選手会長に就任しました。

今永投手自身、「選手会長の役割とは」どん

なものだと考え、遂行しましたか？

「グラウンド内のことはキャプテンが担当。そ

れ以外の業務的な連絡や、フロントと選手側

双方の考えや要望を橋渡しするのが選手会

長なので、皆さんが想像されているよりはラフ

な立場なんですよ。ただ自分のことだけでは

なく周りを見る、視野の広さは常に持ってお

かなければならない役目ですので、そこは気を

付けていました。例えば“スタッフの皆さんに

配慮した行動をとりましょう”とは今季、（チー

ム全員の）メッセージアプリによる業務連絡

のとき、いつも付け加えていました」

―今永投手自身、投手陣の中でも徐々

に上のほうの年齢になってきています。その

点でも気配り、目配りは変わってきているの

ではないですか？

「そうですね。若い選手とはピッチングの出来

に関係なく、試合後、話をするようにはしてい

ます。特に自分の結果が出ていないと、どうし

てもチームに対して疎外感を覚え、独りぼっ

ちになってしまうときがあります。僕もいろいろ

な経験をして、その気持ちは痛いほど分かり

ますので、そうさせないように。若手のころか

ら、いつか自分が立場も年齢的にも少し上に

なったとき“こういう選手になりたいな”という

理想像があったので、なんとかそこに近づき

たい。自分の結果も充実していれば、さらに

説得力も生まれると思います」

　今季、最後の先発試合で、東京ヤクル

トスワローズにリーグ優勝の胴上げを見

せつけられた。5勝5敗で終えたシーズン。

「手術明け」は言い訳にならない、と悔しさ

を口にする。来季を“リベンジ”の年にする

ため、自身に、チームに何が必要か。そし

てファンへの熱い想いを語ってくれた。

 バッター対“今”の自分で
 配球を考えるように

―今永投手にとって、今季はどんな1年で

したか。

「（昨年10月、左肩のクリーニング手術後）

故障明けのシーズンで自分自身、どうなるん

だろうと思うところから始まりました。結果とし

て19試合投げて、5勝しかできなかった。そし

てチームも最下位に終わった。そこは故障明

けどうこうは関係なく、求められた働きができ

なかったシーズンだったと受け止めています」

―5月の一軍復帰まで、焦りや左肩の痛

みへの怖さはありましたか？

「怖さは常にありました。いつかまた1球で痛

くなるかもしれない、と。手術をした以上、そ

の感覚が消えることはないと思います。今は

まだ“痛かったこと”が僕の脳に刻み込まれ

ている状態。多くの成功体験で上書きして

いかなければ脳のアップデートはできないの

で、痛みなくトレーニングを続けながらマウン

ドで投げ、投げ終わりでもコンディションがい

い状態を体に沁み込ませる。“投げても痛く

ないんだ”と脳に覚え込ませるよう、シーズン

中から意識してきました」

―昨季までのピッチングとの変化は？

「自分が100%の力を出した状態が、相手に

とって100%嫌なものかは分からない。じゃあ

相手は何をされたら嫌か、どんな球を待ってい

るかといったことを考え、そこにエネルギーを

使うようになりました。頭の片隅に、“手術明

けだからこんなものだよ”という楽観的な思考

も残しつつ、自分の置かれた状況を理解し、

利用する。そこで新しい引き出しが増えたの

は、よかったですね。あまり“調子”という言葉

を使わなくなりました」

―マウンド上での感覚がより研ぎ澄まさ

れたのですね。

「故障前のボールに戻ったか戻っていないか

は正直あまり関係なく、まずブルペンでその日

自分が出せる100%を見極め、試合では

“今”自分が投げているボールに対するバッ

ターの反応を見て、“この球は合っていそうだ

な”とか“変化球を狙っていそうだな”とか、自

分でもこと細かに考えるようになりました。

“応援されるべきチーム”

　　を一から作っていきたい

Shota Imanaga
1993年9月1日生まれ。福岡県出身。178cm、83kg。

北筑高、駒澤大を経て、2015年ドラフト1位で入団。

1年目に8勝をマークし2年目はチーム最多の11勝をあ

げる。2019年には左腕では12球団トップの13勝。

同年オフのプレミア12では侍ジャパンの貴重な左の先発

として世界一に貢献した。昨年10月に左肩の手術を受

け、長いリハビリを経て今年見事復活を遂げた。来季は

シーズンを通しエースとしてチームを引っ張りたい。

今永
昇太
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詳しくは球団公式ホームページニュースをご確認ください▶▶▶

ファンフェスティバル
2021

この機会にファンクラブブースへお立ち寄りください！

限定セットを
販売中！

豪華抽選会も開催

※画像はイメージです
会員限定グッズ ファンクラブブース

選手げんせん☆ありが湯 
～PLAYERS BOX～
1ボックス5袋入り／2,000円（税込み）

マスコットマルチケース
全4種／2,000円（税込み）

ベイスターズ☆クリアファイル
全2種／2枚1セット
※全てセットに封入され、単品での発売はございません

継続入会 受付中
公式ファンクラブB☆SPIRIT友の会

※継続手続き期間内にお手続きをされた場合は、

　必ずご希望のコースにご入会いただけます

※継続手続期間内にお手続きされない場合、退会となります。

　一度退会すると、再度新規でご入会いただいても

　ステージは引き継がれません

ファンクラブの継続入会には
決められた期間内の継続手続きが必要です

継 続 期 間 2021年11月24日（水）12：00～
2022年1月12日（水）22：00

継続手続き方法は2種類

マイページで
ローソン・ミニストップ
店頭端末Loppiで

2022年会員コース・
特典内容について
詳しくはコチラ▶▶▶

継続手続方法
について
詳しくはコチラ▶



イベントや野球教室の様子などを掲載しています。ぜひご覧ください！

幼稚園・保育園　野球ふれあい訪問
横浜市内の幼稚園・保育園を訪問し、
ボール遊びを通じて野球の楽しさを伝えています。

小学校体育授業訪問
横浜市内の小学校を選手OBが訪問し、
野球の基本を指導します。

2020年度地域貢献活動レポート掲載中

未就学児を対象に、BTボールを実施しました。
DB.スターマンカップ2021開催

横浜DeNAベイスターズdiana（ディアーナ）の現役・OGが
インストラクターを務めるチアスクールです。2021年は
横須賀スタジアム、横浜スタジアムで発表会を開催しました！

「かけがえのないスポーツとの出会いに」
子ども達の可能性を広げるために
多種目のスポーツを行い、
運動能力の向上を目指しています！
DeNAスポーツスクールでは、
年間でさまざまな運動を
実施いたします。

DeNAランナーズアカデミーでは中学生男子・女子を対象
とした『国内外で活躍する陸上競技中長距離選手の
長期的育成』を目指し活動しています。

詳しくは
DeNAランナーズアカデミー
公式HPをご覧ください！

★ U-15セレクション ★
12月中旬より募集開始！

ベイスターズ　地域貢献活動

横浜DeNAベイスターズ選手OBが
コーチを務める、通年型の
ベースボールスクールです。

賞状
もらったよ！

目指せ
ホームラン!
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ファンフェスティバルへのご協賛ありがとうございました

あおぞらクリニック

エバー航空　

沖縄県　　

医療法人くりた眼科クリニック

株式会社サンエー

学校法人三幸学園 横浜リゾート&スポーツ専門学校

　　株式会社ジェイコム湘南・神奈川

　　セルスター工業株式会社

　　株式会社TBSテレビ

　　日産自動車株式会社

　　ニッソーサービス株式会社

　　株式会社ノジマ

株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン

ベイスターズ横浜会

株式会社ベースボール・マガジン社

株式会社メモワール

ご協賛各社

（敬称略・五十音順）

ドラフト指名選手紹介
2球団競合の末、三浦大輔監督が当たりくじを引き当てて獲得した小園健太投手をはじめ、

将来有望な9人のルーキーが加入！ ようこそ、ベイスターズへ！

2021年

徳山 壮磨
（トクヤマ・ソウマ） 投手

スカウトのコメント
東京六大学を代表する即戦力右腕。MAX152km/h
のストレートを軸にキレの良い変化球を交え、三振も
取れるコントロール抜群の投手。高校、大学と実績も
十分。人間的な信頼も大きい。1年目からローテー
ションを任せられる投手。

生年月日
身長/体重

投 打
経 歴

1999年6月6日（22歳）
183cm / 83kg

右投右打
大阪桐蔭高～
早稲田大

スカウトのコメント
高校生離れした投球術、コントロールが魅力な投手。
変化球の質も一級品。完成度も高く、将来性十分な
世代NO.1の投手の1人。

ドラフト 位2 粟飯原 龍之介
（アイバラ・リュウノスケ） 内野手

スカウトのコメント
柔らかい打撃でコンタクト能力、対応力が高い遊撃
手。脚力を生かした守備範囲と打撃でレギュラーを期
待できる選手。

生年月日
身長/体重

投 打
経 歴

2004年2月22日（17歳）
180cm / 85kg

右投左打
東京学館高

ドラフト 位3小園 健太
（コゾノ・ケンタ） 投手
生 年月日
身長/体重

投 打
経 歴

2003年4月9日（18歳）
185cm / 90kg

右投右打
市立和歌山高

ドラフト 位1

深沢 鳳介
（フカザワ・オウスケ） 投手

スカウトのコメント
スリークォーターから両サイドにキレの良いボールを
投げ分ける。夏の甲子園でも完封するなど大舞台に
も強い。しなやかなフォームで伸びしろがあり先発とし
て期待。

生年月日
身長/体重

投 打
経 歴

2003年11月5日（18歳）
177cm / 74kg

右投右打
専修大松戸高

スカウトのコメント
MAX150km/hの質の良いストレートに多彩な変化
球をコントロール良く投球できる実戦派の投手。完成
度も高く奪三振能力も高い。即戦力の活躍を期待。

ドラフト 位5 梶原 昂希
（カジワラ・コウキ） 外野手

スカウトのコメント
走攻守三拍子揃った好選手。脚力が有り盗塁の成
功率も高い。打撃は長打が魅力で勝負強い。守備は
強肩で守備範囲の広さは投手を助ける。

生年月日
身長/体重

投 打
経 歴

1999年9月19日（22歳）
189cm / 85kg

右投左打
大分雄城台高
～神奈川大

ドラフト 位6三浦 銀二
（ミウラ・ギンジ） 投手
生 年月日
身長/体重

投 打
経 歴

1999年12月30日（21歳）
175cm / 80kg

右投右打
福岡大大濠高
～法政大

ドラフト 位4

スカウトのコメント
足のスペシャリスト。四国アイランドリーグp l u sの
2021年盗塁王（40盗塁）。足を使った外野の守備
範囲は広く、チームのピンチを救っている。課題の打
撃も後期リーグ戦では思い切りが良くなり、ミート力が
向上した。

位村川 凪
（ムラカワ・ナギ） 外野手
生 年月日
身長/体重

投 打
経 歴

1998年6月26日（23歳）
174cm / 63kg

右投左打
如水館高～
四日市大～
徳島インディゴソックス

ドラフト
育成

位1
スカウトのコメント

身体能力の高い強肩強打の捕手。打撃ではシャープ
なスイングで鋭い打球を飛ばす。守備面では1.8秒台
のセカンド送球とインサイドワークに定評がある。経験
を積んでいけば将来有望な選手。

東出 直也
（ヒガシデ・ナオヤ） 捕手
生 年月日
身長/体重

投 打
経 歴

2003年5月24日（18歳）
173cm / 72kg

右投右打
小松大谷高

ドラフト
育成

位2
スカウトのコメント

足のスペシャリストで、守備範囲が広く、守りに不安の
ない外野手。打撃が課題の打者ですが、長打を狙わ
ずミート力を上げる取り組みができれば、出塁率もつい
てくる。

大橋 武尊
（オオハシ・タケル） 外野手
生 年月日
身長/体重

投 打
経 歴

2001年5月16日（20歳）
178cm / 74kg

左投左打
IMGアカデミー
～茨城アストロ
　プラネッツ

ドラフト
育成

位3

ⒸNPB/BBM2021




