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C O N T E N T S
今号の表紙
2年ぶりに甲子園が開幕し、2カ月半ぶりに首都圏は緊
急事態宣言が解除された。野球のある日常ってすばらし
い！　球春到来、感染対策しながら躍動しよう！

23
馴染んだグローブを使い続けるために
君の相棒はまだまだ復活する！

24
これからの高校野球を支える
データ管理サービス
「キューステ」の魅力

28
「トクサンTV」で話題！
スローイング上達の方程式

特　集　

気になるあの学校の

ユニークな取り組み

4 THINGS  ［東日本大震災から10年］本当のふるさとを求めて ～志津川高校野球部の思い出～

2 PEOPLE 卒業生からみんなへのメッセージ ［川和高校 編］
3 GEAR レジェンドが噂のキレダスをお試し！

5 GEAR  これは使える！ パフォーマンスを上げるギア

6

CLOSE UP SCHOOL1

柴田高校（宮城県）

「打倒私学」を果たして甲子園！
公立校が見せた夢実現

12

CLOSE UP SCHOOL2

福岡県立城南高校（福岡県）

“NEXT BASEBALL”改革!

16
自分の「現在地」を数字で知ると
練習が変わる、未来が変わる！

トラッキングデータ入門

Timely! column

18

注目のトラッキング機器

Rapsodoって
どんなマシン？ 26

『監督からのラストレター 
甲子園を奪われた君たちへ』
泣いた！ 感動した！ 胸アツ！  制作陣イチオシの手紙

20“パイセン”による海外留学のススメ菅沼駿一朗パイセン

29 PRESENT22
西尾マンが発掘する
WHO'S NEXT！  vol.12
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文＝タイムリー編集部　 写真＝西尾典文 取材・文＝藤倉大輔Column Column

　春夏2つの甲子園を奪われた2020年
度の3年生が卒業し、新学期がスタート
した。みんなのなかにも、センパイたち
からメッセージをもらったり、言葉にな
っていなくても強い想いを感じたりした
人も多いだろう。濃密な時間を一緒に過
ごしてきたぶん、自然と気持ちが伝わる
ものだ。
　県立の進学校ながら、群雄割拠の神奈
川でコンスタントに結果を残している川
和高校の3年生も熱く野球に取り組んだ
高校生活を振り返り、全国の後輩たちに
メッセージを送ってくれた。いろんなメ
ッセージがあるけれど、取材すると「仲
間との限られた時間を大切にしてほし
い」という声が多い。
　当たり前だと思っていた野球のある日
常は、命があってこそ、健康であってこ

そ、家族の支えがあってこそ、たくさん
の人の理解があってこそ実現できていた
ということを改めて感じたのではないだ
ろうか。
　とても大変で辛い1年だったけれど、

センパイたちは苦難を乗り越えて、野球
ができることの喜びを誰よりも強く感じ、
前を向いて巣立っていった。次はみんな
の番！　野球ができる一瞬一瞬を目に焼
き付けて、のびのびと躍動しよう。

卒業生からみんなへのメッセージ
辛い1年があったから言いたい！

仲間との限られた時間を大切にしてほしい！

川和高校 編

本当にいい球がいくの？
山本昌さんが投げてみました

レジェンドが噂のキレダスをお試し！

「キレって抽象的な言葉で、ちゃんとし
た説明を聞いたことがある人は少ないん
じゃないかな。となると体感するほうが
早い。キレダスを投げたあとにボールを
放ると軽く投げても遠くに飛ぶなど、い
い球を投げる感覚が身につくのを感じる。
投げるときに手首が立つようになり、ボ
ールの質が上がるというアイテムなわけ
だけど、手首を立てることは僕も現役時
代に大切だと考え実践していたこと。実
際にキレがあるって対戦した多くのバッ
ターが言ってくれているから、キレダス
の理論は間違っていないかなと（笑）。体
を上手に使っていいボールを投げること
は、投手はもちろん、野手にとっても大
切なことでしょう」。

投手はもちろん野手も
この感覚は大切だと思う

今回のお試しアイテム

プロ、アマチュアを問わず話題になっている「キレダス」。
すでに目にしている球児も多いと思いますが、その実感はいかに！？
球界のレジェンド 山本昌さんにお試ししてもらいました。

投手は回転のかかった伸びる
球に。野手ならば正確で鋭い
スローイングを身につけるた
めの練習に活用可能な「キレ
ダス」。1日で効果が実感で
きることに加えて、怪我をし
にくい投げ方になっていくの
も嬉しいポイントだ。

キレダス V2
ノーマルタイプ
価格／¥4,950円（税込）
お問い合わせ／ACE SELECT SHOP

1日で投球改善ができる
注目の野球ギア

なるほど！な効
果Impression

「現役時代に暴投をほとんどしたこ
とがない僕でもオーバー。でもこれ
は決して悪いことではない。想像以
上にボールが飛んでしまうのはよい
球を投げられている証拠です」。

同じ力で投げても
飛距離に変化がある1

「感覚的な話になりますが、指にし
っかりかかって投げられるようにな
ると思う。もともと手首を立てて投
げる僕でも新鮮な感覚を味わえ、ボ
ールがよくなりました」。

指のかかりがよくなる
感触を得られる2

「理論や映像などで見るいい投げ方
を参考にするのはもちろん大切だけ
れど、実際の感覚とは答え合わせが
できない。キレダスは感覚を体で得
られるのが魅力ですね」。

手首が立ついいボールの
投げ方が体でわかる3

野球解説者

山本昌さん
球界のレジェンドの異名をもち
数々の大記録を達成。母校、日
本大学藤沢高校の特別臨時コー
チとして指導もおこなっている。

お試し動画は
Timely!
Youtubeチャンネルを
チェック！
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文＝樫本ゆき　写真＝出井健一郎 取材・文＝藤倉大輔ColumnColumn

年夏、東北大会準決勝に進出した「志津
川旋風」を思わせる堂々とした戦いぶり
でした。　
　彼らの練習を見に行くのも好きでした。
仙台から電車とバスを乗り継いで約２時
間半。当時はグラウンドの半分が仮設住
宅のスペース。高いネットを越えて打球
が住居に飛んでいくこともありました。
不自由な野球環境だったけど、住民の皆
さんは「どんどん飛ばして大丈夫だよ。
野球頑張って」と、彼らをいつも応援し
てくれていました。試合のときは手作り
の旗で見送りもしてくれました。彼らの
「がんばる」につながったことは言うま
でもありません。

志津川高校卒業から４年-。いま彼らは、
社会人としてそれぞれの場所で頑張って

います。夏16強の立役者、元エースの
三浦優君は宮城県庁に勤務。消防士にな
った子、実家のサケ養殖業を継いだ子、
理学療法士、トレーナーになった子、み
んな夢を叶えています。４年前「県民目
線で宮城の復興を完了させる」と言った
優君。いまは税の担当で、直接復興に携
わることはないけれど「いつか僕らの世
代で完了させる。１０年じゃまだ足りな
い」と言います。町にキレイな商業施設
ができ、道路ができて感謝でいっぱいだ
けれど、いまの南三陸の景色は子どもの
ころに見た景色とは、やっぱりどこか、
なんか、違う……。「してもらった復興」
から「自分たちの復興」へ。１０年、２
０年、それ以上の時間をかけて築いてい
ってくれることでしょう。そのことが、
いまの希望です。
　あの日、牙をむいて襲ってきた志津川
湾は、いまはとても穏やかです。

［東日本大震災から10年］

本当のふるさとを求めて
～志津川高校野球部の思い出～

２０２１年３月５日の志津川湾の風
景。道路ができ、町はキレイに整備
された。だけど……。ここで育った
志津川野球部の子どもたちは「本当
のふるさとを、取り戻したい」とい
う思いを胸に秘めている。

10年前。当たり前だった日常、当たり前にいた家族、友達、ペット、
当たり前だった景色が一瞬のうちに無くなり、
東北の沿岸部は荒地となってしまいました。
行方不明者の捜索、震災関連死など「災害」はいまも続いています。
志津川高校の選手たちのいまを生きる姿に希望を感じました。

日々取材に奔走しTimely!制作に関わるスタッフたち。
取材やメーカーさんとの会話の中で発見した、球児にオススメのギアをご紹介！

体力強化に怪我防止、リカバリーに“使える！”アイテムたちです。

　息子みたいに愛おしい高校球児に出会
いました。２０１５年、震災から４年が
経った夏でした。志津川高校野球部12
人。「佐藤君」が３人、「三浦君」が４人、
スタメンが並ぶとオリオン座みたいにな
るチーム。同じ地元で生まれ育った兄弟
のような仲のいいチームでした。彼らは
強い絆で繋がっていました。小学６年生
のとき津波で家が流されたり、大切な人
を失ったり、悲しいことがあったけれど、
野球のお陰で前を向くことができました。
「ボールを触っているとつらいことを忘
れられる」。そう話してくれました。
　２０１５年夏は宮城大会で16強。仙
台育英に三盗を絡めて先制するなど、ア
ッと言わせるプレーで観客を沸かせまし
た。負けん気の強い選手たち。１９７５

これは使える！ パフォーマンスを上げるギア

Nobi for Team IWAオリジナルボール

フレックスクッション フットラーク

生体データ×パフォーマンス分析ツールで
効率的に体を管理

リリースの感覚を養うことができる
トレーニングギア

専用のスマートウォッチから
取得した「カラダデータ」と
アンケートによる「主観デー
タ」を用いて分析ができるツ
ール。選手やチームのパフォ
ーマンス状態の可視化や、選
手のコンディション管理を行
うことが可能だ。
価格／¥12,000
チームでの導入価格：ご相談

スローイング時に大切な
指先の感覚を養うトレー
ニングに活用できるオリ
ジナルボール。スピード
だけでなく、コントロー
ルアップを目指す球児も
必見だ。プロのトップ選
手も使用している直径
17cmの大きめのボール。
価格／¥2,200

股関節の可動域を高め、
パフォーマンスアップに

絶妙なホールド感で
もうひと頑張りできてしまう

プロ野球12球団や多くの選手も導入しているス
トレッチ器具。相撲の“股割り”をヒントに開発さ
れ、座るだけで骨盤が立ち、股関節周辺のストレ
ッチが効果的にできる。野球のパフォーマンスア
ップやケガ予防に繋げよう。価格／￥10,780

ふくらはぎに適度な着圧
を与え、足の負担がかか
る箇所にサポーター機能
が搭載されている足部用
サポーター。ほど良い着
圧により血流が促進され、
ふくらはぎの浮腫み、ま
た足つり予防にも繋がる
足全体がケア出来るギア。
価格／￥2,838

日常におけるコンディションの良し悪しは感覚
でしかなかったのですが、このデバイスを使う
ことで、数値化されて感覚とすり合わせができ、
翌日の対処法を立てやすくなりました

「ハンドボールより一回り小さく、正確に真っす
ぐ投げるには指でボールを抑え込むことが必要
です。リリースの感覚を養うグッズとして、幅
広い世代に有効だと感じました」。

株式会社
enstemenstem

Editor's Pick Up

Timely! 
プロデューサー
島本隆史さん
オススメ!

いいね！

ライター
西尾典文さん
オススメ!

いいね！

12人で夏の宮城大会16強。
「野球のボールを触っていると
つらいことが忘れられる」

本当の復興とは？　
自分たちの世代で、
完了できる日まで

IWA 
ACADEMY

プレゼント！
P29を
チェック！

プレゼント！
P29を
チェック！

プレゼント！
P29を
チェック！

「体の硬い選手でも骨盤を起こして股関節周辺を
効果的にストレッチできます。今までにない感
覚でしっかりとストレッチができるのでセルフ
ケアに最適です」。

「疲労感が残りにくいことはもちろんですが、走
っているときの足首のホールド感がよく、ねん
ざをしやすい体質なのですが、安心して全力疾
走ができました」。

MLB Nationals 
S&Cコーチ
友岡和彦さん
オススメ!

いいね！

編集者
藤倉大輔さん
オススメ!

いいね！

ACE SELECT 
SHOP

ACE SELECT 
SHOP
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CLOSE UP SCHOOL 1 柴田高校

　「野球特待なし、室内練習場もなし。その
環境で強豪と言われる私学を倒すことがどれ
だけ大変なことか。柴田が見せた快進撃は、
多くの公立高校の希望になりましたよね」。
　昨秋の東北大会。県3位の小山（こやま）
から、学法石川（福島3位）、八戸学院光星
（青森1位）、東日大昌平（福島1位）、日大山
形（山形1位）に4連勝。決勝で仙台育英（宮
城1位）に敗れはしたが、柴田の戦いを見た
ある宮城公立校の野球部監督が興奮して話し

ていた。球数制限の影響もあり、決勝戦で１
-12の大敗となったが柴田は無事に東北出場
枠「２」を勝ち取った。創部35年で悲願の甲
子園出場だ。平塚誠監督（48）は就任11年
目で夢実現。実力でセンバツをつかんだ柴田
に、いま、多くの指導者が注目している。
　宮城県の南部。仙南圏と呼ばれる柴田町に
学校はある。町民約3万8千人。「日本さくら
名所100選」に選ばれる、桜が有名な小さ
な町だ。県で2校しかない体育科を持つ柴田
は、2002、2013年夏の宮城大会で準優勝。
東北大会は2013年秋、2015年春に出場し
ている。OBにはロッテや巨人、楽天でプレ

ーし、パ・リーグ新人王、盗塁王2回、ゴー
ルデングラブ賞4回を受賞した小坂誠氏や、
2016年にDeNAから2巡目指名され、楽天
でもプレーした熊原健人投手らがいる。県内
では公立の実力校として知られるが、全国的
にはまだ無名の学校だろう。

　東北大会で勝つために、平塚監督にはある
秘策があった。走塁だった。
「相手校は強豪校ばかりですから、県大会の
ような盗塁やセーフティバントは簡単に通用

野球特待なし、室内練習場なし
東北の私学強豪校を４連覇

取材・文＝樫本ゆき・写真＝松橋隆樹（P10-11）

今春センバツ初出場した柴田（宮城）。春夏通じて初の甲子園出場を果たした快挙の裏には、
打倒私学を目指して取り組んできた思考、走塁を軸とした戦術、質と量にこだわった練習がありました。
平塚誠監督の指導法と、公立高校が真似できる要素十分の練習法の一部を紹介します。

東北大会を勝つために
準備した2つの秘策

柴田高校［しばたこうこう・宮城県］

「打倒私学」を果たして甲子園！
公立校が見せた夢実現

気になる
あの学校の

ユニークな
取り組み

しない。エンドランか送りバントの後、１死
二塁からヒット1本で点を取る練習ばかりや
っていました」と打ち明ける。今年のチーム
は1番我妻秀飛（３年）、2番舟山昂我（３年）、
5番村上太生輔（３年）ら50ｍを6秒前半で
走る俊足ぞろい。長打は狙わず、繋ぐ意識を
心がけた。遠藤瑠祐玖主将（３年）は「ジャン
ケンで勝った時はすべて先攻を取っていまし
た」と胸を張る。東北大会5試合すべて先攻。
うち3試合が初回に先制点を取った。対戦し
た八戸学院光星の仲井宗基監督は「（俊足の）
データは頭に入っていたがケアできなかった。
一から立て直します」と敗戦の弁。大会前、

教育実習で母校に帰ってきていた2016年夏
4強の鈴木騰磨元主将（仙台大卒）から走塁
のコツを学んでいたことも追い風となった。
　もう一つの勝因はエース谷木亮太（３年）
の好投だ。谷木は球速１３０キロ前半ながら
抜群の制球力でゴロの山を築いていった。「熊
原もそうだったのですが、球質がいいんです。
スピードガンの数字には出ないキレがあり、
打者の手元まで伸びてくる」（平塚監督）。中
学野球部時代は無名だった谷木。ベンチ入り
を果たした2年夏に平塚監督からスライダー
を教わり、そこから配球の幅が広がった。テ
ンポよく投げる谷木の好投に打線も奮起した。

「東北大会の決勝は大敗でしたが、選手たち
には『よく頑張った。俺は驚いたぞ。お前た
ちを誇りに思う』と言ってやりました。悔し
涙を流す者もいましたが、歴史を作ってくれ
たことは間違いない。本当によくやってくれ
たと思います」と平塚監督。不安も大きかっ
たが出場校発表の1月29日、朗報は届いた。
柴田の高校ホームページには高村光太郎の言
葉が掲げられている。「私たちの前に道はない、
私たちの後に道ができる」。選手たちが残し
た“道程”には、大きな価値があった。そして
希望があった。

1部員数は33人。降雪のため
同じ町内にある平塚監督の母
校・仙台大の室内練習場を借り
て練習を行った。2SHIBATA
のロゴは、ストライプ柄のユニ
ホームとともに2012年に新調
した。3ウエイトリフティング
部や陸上部など７つの強化部が
盛んな校風だ。4宮城3位で出
場した東北大会では5試合を戦
い準優勝。3試合が初回に先制
点を奪った。5グラウンドには
部のモットーである「夢実現」
の文字が掲げられている。

●監督／平塚誠　●部長／佐藤
瞬　●部員数／3年＝18名、2
年＝15名、マネージャー1名
1986年（昭61）創立、創部。
土生義弘校長。校訓は自立・敬
愛・英知・創造・忍耐・強靭。
普通科、体育科。野球部以外の
強化部はウエイトリフティング
部、陸上競技部、柔道部、剣道
部、水球部、体操部。●所在地
＝宮城県柴田郡柴田町大字本船
迫字十八津入７－３

SCHOOL DATA
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CLOSE UP SCHOOL 1 柴田高校

9：00 ● ラダー（1）
全体練習の最初はラダーを使ってのアジリティ
（俊敏性）トレーニングから始まる。クイックス
テップ、クロスステップ、バックスラローム、
両足ジャンプなど10種類以上のメニューを行
う。

9：30 ● 盗塁のスタート練習
アジリティーがおわるとすぐに盗塁のスター
ト練習に移る。投手を一人置いて、セットポ
ジションで投げる投手の足の動きを見て、重
心のかけ方や1歩目の速さを反復する。

10：40 ● キャッチボール（2）
上から投げるだけでなく、サイドスロー、アン
ダースロー、早投げなど。いろいろな腕の角度
から相手の胸を目掛けて投げる。野手のスロー
イングを想定したキャッチボール。

10：50 ●［野手］4カ所バッティング＆
ティーバッティング（3カ所）（3）
手投げで4カ所、13ｍの近さで打つ。ティーは
内角、外角に投げてもらい芯に当てる意識を身
に付ける。

［投手］4カ所キャッチボール、遠投
下半身を意識して、8割くらいの力で正確なボー
ルを相手に投げる。

11：20 ● 守備練習（4）
グローブを立ててショートバウンドで捕球する
など、低い重心での捕球を約40分行う。

12：00 ●  約3キロ離れた学校まで
ランニングし、自校グラウンドへ。
ベースを置いて、3カ所で再び盗塁練習。（ホー
ムへのスライディングあり）

13：00 ● 昼食
13：45 ● 山道トレーニング（5）

小雪が降る中、学校から4キロ離れた上野山のレ
ジャー施設「太陽の村」までランニング。標高
270メートルの山道をダッシュで駆け上がる。
舗装されていない土の道を蛇行しながら上り、
計12本。

16：00 ● 選手ミーティング、解散。

　柴田のウォーミングアップには、必ず盗塁
練習が含まれている。0.1秒でも速くスター
トが切れるようにと、目と身体に感覚を染み
込ませているという。「ピッチャーの癖を読
むのも慣れが必要ですからね」と平塚監督。
足の速い選手だけでなく、全員が先の塁を貪
欲に狙う意識が徹底されていた。キャッチボ
ールや、守備の捕球練習についても、様々な
体勢から正確なボールが投げられるような練
習が行われていた。実戦を想定した動きを身

に付けさせたいという平塚監督のこだわりが
随所に見えるパーツ練習だった。
　短時間練習がフィーチャーされる昨今だが、
柴田の練習は決して短くない。「投げる、打つ、
取る、と野球と言うスポーツは、練習量でう
まくなるスポーツだと思うんですよね。量が
質を上げるって言うんですか。長距離走にし
ても、時期を決めてやることも必要だと私は
思っているんです」。“やらされている練習”
にならないよう、この日の山道トレーニング
は選手たちに何本走るかを決めさせた。「12
本で行きましょう！」。遠藤瑠祐玖主将（３
年）や、ムードメーカーの市川爽（３年）が

率先して声を出す。強い代は自主性も高い。
東北大会を経て、練習に対する意識がより高
まったと言う。
　平塚監督から「こんな古風な（山道）練習を
しているところ、他にありますか？」と聞か
れた。東北の冬は長い。雪や凍結との共存。
日の入りが早く、あっという間に暗くなる。
風土に合わせた練習には、都会にはできない
良さもあるなと感じた。これも高校野球の魅
力だろう。「東北大会では試合に出てない子が、
試合に出ている子の力を引き出した。そうい
うところがこのチームの強みなんだよね」。
人生で壁にぶつかったとき、仲間と走ったこ

仕上げは雪の中
の山道トレ。

風土に合わせた
パーツ練習

“自主的に考え、 

 量が質を生むような

 練習をしたい”

1

3

5

2

「もう谷木だけには頼らない！」。この冬のテーマは投手陣のレベルアップ。８人の投手は秋の敗戦で意識が高まった。

定時制や、部員不足に悩む野球部を指導してきた平塚監
督は、勝利を目指しつつ選手の成長度に価値を置く。

（写真左から）佐藤瞬部長と、平塚誠監督。
2016年からコンビを組む二人で意見を
尊重し合いチーム強化につなげている。

4

の山道トレを思い出してほしいと思った。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、今年
の冬練習は例年通りとはいかないが、身体か
ら湯気を出しながら走る選手を見て感じたの
は「公立の柴田が東北大会で準優勝したのは、
運だけではない」と言うことだ。努力に裏付
けされた、質の高い練習があったからだ。「練
習は嘘つかない」。平塚監督は令和の時代も、
この言葉を大切にしている。

野球は練習量でうまくなるスポーツ
自分たちで山道トレの本数を決める

気になる
あの学校の

ユニークな
取り組み

こうして僕らは強くなった！

甲子園を勝ち取った練習方法

1972年（昭47）10月３日生まれ。宮城県仙台市
生まれ。仙台東から仙台大でプレー。外野手。泉、
仙台向山で講師。村田で監督を4年務めたのち石巻
（定時制）、河南（現石巻北）で野球部を指導。
2010年４月に柴田に赴任。教え子に熊原健人（元
楽天）など。体育教諭で3年学年主任も務める。

平塚  誠
M a k o t o  H i r a t s u k a

柴田高校の1日練習
●天気／晴れ時々雪　●気温／―3度　●場所／仙台大学室内練習場

9



CLOSE UP SCHOOL 1 柴田高校

5
［選手データ］

❶投手／３年　
❷１　
❸右投右打
❹177㎝・77㎏　
❺逢隈中野球部出身

［選手データ］
❶右翼手／３年　
❷９　
❸右投左打
❹174㎝・65㎏　
❺山元町山下中
　野球部出身

［選手データ］
❶内野手／３年　
❷13　
❸右投右打
❹173㎝・60㎏　
❺仙台泉ボーイズ出身

［選手データ］
❶中堅手／３年　
❷８　
❸右投左打
❹172㎝・77㎏　
❺宮城臨空シニア出身

［選手データ］
❶遊撃手兼投手／３年
❷６　
❸右投右打
❹174㎝・68㎏　
❺宮城北部シニア出身

［選手データの見方］❶ポジション／学年　❷背番号　❸投打　❹身長・体重　❺出身チーム

谷木 亮太

我妻 秀飛

村上 太生輔

市川 爽遠藤 瑠祐玖（主将）

大会直前に変化球を覚えた器用なエース

磨き上げた盗塁という武器は霹靂一閃！

野球偏差値高い！ 飛距離No.１の５番打者

「効くゲキ」で逆転を呼び込んだ元気印！守備でエースを助けた頼れるキャプテン

人の
選手を紹介!

センバツ出場を果たした

気になる
あの学校の

ユニークな
取り組み

R y o t a  Y a g i

S h u t o  A g a t s u m a

T a i s u k e  M u r a k a m i

S o u  I c h i k a w aR u k u  E n d o

「全員野球」が持ち味の柴田の中で、キーマン
となった５選手を紹介します。「東北大会初戦
まで勝ち上がる力はなかった。試合を追うご
とに強くなった」と平塚監督が振り返る５人。
「春夏甲子園出場」と意識は高い！

　東北大会では県大会直前に覚えたスライダー、チェンジ
アップ、スプリットで打者を抑えた谷木投手。手先の器用
さと強気なマウンドさばきでセンバツ出場に大きく貢献し
ました。2番手投手で考えていた遠藤瑠祐玖選手（遊撃手
のレギュラー）がケガで登板回避。5試合に登板し球数制
限の500球を投げ切りました。「自分ががんばらないとい
けないと、スイッチが入った」と振り返ります。肩ヒジ検
査を受けながらの全力投球に自身は悔いなし。目標は夏の
甲子園。センバツでの経験を生かし、コンディショニング
を整えながら夏頂点への挑戦を続けます。

　一塁到達タイムは３秒７。練習試合を含めて41試合で
41盗塁を記録した柴田のスピードスター、１番打者の我妻
選手。塁に出るとピッチャーの体重移動の癖を見てスター
トを切ります。走塁技術は憧れのソフトバンク周東佑京選
手の動画を見て学んでいるそう。「周東選手はスライディ
ングしてからの立ち上がりがすごく速い。その先の塁を狙
う姿勢が勉強になります」。打撃の飛距離を上げるため、
冬の間はおにぎりの補食で体重強化を行いました。
　「あと４キロ増やして夏までに68キロにしたい」。夏ま
でに足と打撃のパワーアップを手に入れる予定です。

　５番打者として53試合11本塁打、41打点を挙げたチ
ームの打撃2冠王。打球の飛距離はグラウンドのライト方
向のネットを超えるほどで、社会人野球経験のある父の教
えを受けてきたことから「野球偏差値が高い」と仲間から
一目置かれる存在です。「秋は変化球でタイミングをずら
されたときに、しっかり足で（力を）溜められるようにし
たい。中堅手としては、もっと守備範囲を広げられるよう
足を速くしたい」と意欲を語ってくれました。

 「ここから逆転するぞ。倍返しだ！」。東北大会の初戦。
2点ビハインドで追う6回の表に市川君がそうゲキを飛ば
すと3番舟山昂我選手の安打を足掛かりに３連打などで4
点を奪取。「倍返し」で逆転し７－２で勝ち切りました。
　市川君は「今日（10月14日）は堺雅人さんの誕生日だっ
たので」と意図を説明。控え選手ながら試合では「効くゲ
キ」でチームを鼓舞するムードメーカーです。「元気印。市
川のゲキで頑張れる選手も多い」と平塚監督の信頼も厚い。
試合に出なくても勝利のために自分ができることを考えて
実行する市川選手。夏のレギュラーをもちろん狙います !

　「東北大会準優勝の結果が自信になって、選手全員の意
識が高まりました」と冬の練習を振り返る遠藤主将。特に
走塁や、カバーリングの練習に力を注ぎ、センバツに照準
を合わせてきました。チームの強みを聞くと「守備の堅さ
です！」と即答。二塁手・沼田大輔選手（３年）とともに
「いいリズムを作って、谷木がテンポよく投げられるよう
に守り切ろう」と話し合っていたそうです。個人的な課題
は打撃の波を無くすこと。「秋は7番を打ちましたが下位
打線でも打って得点の確率を上げたい」。甲子園１勝。み
んなで校歌を歌うことを目標にしています。
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CLOSE UP SCHOOL 2 福岡県立 城南高校

　16時過ぎ、授業を終えた野球部員たちが
部室周辺に集まり練習の準備が始まる。この
日の練習は16時30分から19時過ぎまでの
約150分。地理歴史科の教諭でもある中野
雄斗監督によれば、約100分を守備を中心
とした全体練習に、残りを自主練習に当てて
いるとのことだった。これはこの日だけでは
なく、平日の練習は基本的に同程度の配分で
やっているそうだ。強豪校などと比べ短い練
習時間を考えると、自主練習が占める割合は
高いと言えるだろう。
　ウォーミングアップを経て内野ノックが始
まる。すると選手がマネージャーに指示を出

した。
「ボールがバットに当たってから、一塁手に
届くまでの秒数を測って、伝えて」。
　ストップウォッチを片手に秒数を伝えるマ
ネージャーの声の中、中野監督のノックが続
く。打球処理に要した秒数が伝えられると、
「アウトにできる処理だったかどうか」の客
観的な判断がつく。ノックを緊張感のあるも
のにするための工夫だ。
　その後に行われていたグラウンドの一角を
使った打撃練習でも、部員たちは一球ごとに
シチュエーションを宣言し、ボールを打つ練
習をかわるがわる行っていた。また、練習メ
ニューごとに要した時間がわかるようにタイ
マーで経過した時間を示すなど、緊張感を保
ち漫然とした練習にしないための工夫が様々

な場面で見られた。

　グラウンドの脇に置かれたボードには選手
名の入った「課題練習計画表」と題された紙
が貼られていた。火曜日から金曜日（月曜日
は休養日）までの“自主練”で何に取り組むか
が、「テクニック」と「フィジカル」に分けて、
それぞれ手書きで記入されている。選手たち
は自らこの計画表をつくり、これに沿って自
主練習に取り組んでいるという。
　自主練習に重きを置く方針は、城南高校に
やってきて2年目の中野監督の主導で始まっ
たものだ。「まずは個の力を高めてほしい」
という考えに加え、「こうなりたいという姿

練習の緊張感を保つための工夫

取材・文・写真＝タイムリー編集部　 写真協力＝城南高校野球部

福岡市南西に位置する城南区の住宅街にある福岡県立城南高校。進学校として知られる同校は、
文部科学省が理科・数学教育推進を通じた科学技術人材の育成を図るために2002年度よりス
タートさせたスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業の指定校でもある。野球部にもそ
うした校風が反映されており、“NEXT BASEBALL”のテーマのもと、科学的で新しい野球
部を創り出そうと様々な取り組みが始められている。その練習の様子を取材させてもらった。

選手が個々に、週単位で決める
“自主練”メニュー

福岡県立

城南高校［ふくおかけんりつじょうなんこうこう・福岡県］

“NEXT BASEBALL”改革!

気になる
あの学校の

ユニークな
取り組み

を自分で設定できて、そのために何をするか
を自分で決められる環境をつくりたかった」
という思いからの取り組みだという。「それ
こそが野球を楽しい、面白いと思ってもらう
ために必要なこと」という中野監督のポリシ
ーから来るものでもある。
　だが、最初は、自主練習の時間が締まった
ものにならない時期もあったという。目的意
識が明確でない中での自主練習は、全体練習
に比べどうしてもテンションが下がってしま
いがちだったのだ。そこで中野監督が行った
のが積極的な情報提供である。

　まず試合での成績、体力測定の結果、フォ
ームの連続写真など自己分析、課題の自覚に
生かせる材料を選手たちに渡すようにした。
さらに監督自ら練習方法に興味を持った高校
の野球部を訪問し、そこで学んだことや指導
書、ウェブサイトに掲載されている情報も集
めて伝えていった。選手はこうした情報を活
用し、個々に課題克服に取り組むようになっ
ていく。自主練習は徐々に内容の濃いものに
なっていった。
　情報は練習時に直接伝えるだけではなく、
野球部でつくったグループチャットでも共有

し、選手たちが新しい情報にいつでも触れら
れるようにした。今年6月にはセイバーメト
リクス（統計学を用いた野球の分析）に関す
る講義を専門家に依頼し実現させたほか、そ
の後も研究者や専門家たちが主催するオンラ
インサロンやウェビナーに積極的に参加して
おり、提供される情報は日に日に多彩になっ
てきている。また、ウェイトトレーニングな
どに関しては、チームをサポートする田中來
人トレーナーから様々な指針が示されており、
選手たちはそれを参考にトレーニングを行っ
ている。

●監督／中野雄斗　●部長／藤上侑亮　●部員数
／3年＝7名、2年＝13名、マネージャー3名
福岡県に1963年設立された男女共学の進学校。
スーパーサイエンスハイスクール指定校。“NEXT 
BASEBALL”のスローガンのもと、夏の県大会
ベスト8を目標に常識に捉われない野球部の新た
な取り組みが注目されている。

SCHOOL DATA

練習量を「練習の質」で徹
底的にカバーする。「NEXT 
BASEBALL」と題した城
南高校の改革は、確固たる
覚悟の表れである。

［上左］もともと熱いタイ
プだという中野監督。「で
もそういう指導だと見えな
くなることも多い」。練習
中は離れたところで見守る
ことが多いが、質問を受け
たときには熱心に指導。
［上右］選手のデータを見
つめる納富太規君。「将来
は野球の世界でのAI（人工
知能）の活用などに挑戦し
てみたい」と夢を語る。
［下］短い練習時間を最大
限生かすため選手一人ひと
りが時間を強く意識する。
グラウンドに持ち込まれた
大きなタイマーはその証。
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CLOSE UP SCHOOL 2 福岡県立 城南高校

う経歴を持ち、システム開発の経験が多くあ
る。このコンビの尽力により、データ管理の
システム化・省力化が一気に進んだのだとい
う。現在運用している野球部で開発したアプ
リケーションは、試合データの入力などが
PCに特別強い人でなくとも難なく行うこと
ができる。現在はマネージャーたちが入力を
担当するようになっているという。

マネージャーに対し「ただのお手伝いのよう
な立場ではなく、野球部が強くなるための取
り組みに深く関われるようにしたい」という
中野監督は、データ入力以外にも従来の枠を
越えた様々な場面でマネージャーに協力を求
めている。
　選手をサポートする仕事に関心を持ち野球
部に入ったという松本珠実マネージャー（2
年）は、求められることが増えていく中でマ
ネージャーの意識も変わってきたと話す。
　「選手が快適に練習するためのサポートは
当たり前で、プラスアルファで何ができるか
を考えるようになりました」。
　最近ではグループに分かれて行うミーティ
ングに4人のマネージャーが立ち会い、そこ
で出た反省点などをまとめる役割を担うよう
になった。「その日の夜までにグループチャ
ットに送り、選手たちに振り返ってもらう」
というルールを自らつくったのだという。

　そして、城南高校野球部の最も新しい取り
組みが、プレーヤー出身ではないデータ分析
担当者の育成だ。分析関連の役割は、ベンチ
外の選手などが務めるケースが多いが「プレ
ーがしたくて選手になった生徒に、分析を担
当してもらわずともよい仕組みをつくりた
い」「プレーはできないが野球に関わりたい
と思っている生徒に門戸を開きたい」という
思いから生まれたプランで、理数コースのク
ラスで担任を務める藤上部長が、受け持って
いるクラスで野球に強い興味を持っていた納
富太規君をスカウトしスタートした。
「最初はびっくりしました。野球に興味を持
ったのが中学生のときで、そこからプレーヤ
ーになるのは少し敷居が高かった。でも、プ
ロ野球は毎日観るくらい好きで、研究してみ
たいと思っていました。だから、参加させて
もらえるのであればぜひ、と」（納富君）。

　ピッチャーが投げる変化球の動き方に興味
を持っていることから、「相手投手の投げる
ボールの分析に取り組みたい」と話す納富君。
中野監督らは「まだ始まったばかりで、プレ
ッシャーをかけてはいけないけれど」と前置
きしつつも、将来的には試合前の分析だけで

はなく、ベンチに入り試合中にリアルタイム
で対策を立てられる、プロ野球のスコアラー
のようなスタイルも考えていると話す。
　まさに城南高校野球部が標榜する“NEXT 
BASEBALL”を体現する、夢のある取り組
みである。

「選手が採り入れたいと思う可能性のある情
報をこれでもかと並べて、いつでもヒントを
得られる状況をつくろうと。最初は自分たち
が情報を集めて選手たちに見てもらうという
形だったのですが、今では〈その動画、もう
見ています〉なんて言われることも増えてき
ました。自主練習に楽しさを感じる選手が増
えるにつれて、全体練習をきびきびとこなし
て、自主練習の時間が減らないようにする雰
囲気が生まれてきたように思います」（中野
監督）。
情報はあくまで、個別ではなくチーム全体に
対して出していることもポイントと言える。
「監督から〈やれ〉と言われたら、やらなく
ちゃいけなくなりますよね（笑）。それだと楽
しくなくなる。だから、こちらから個別の選

手に〈これを見ておきなさい〉〈これをやるよ
うに〉とは言わないようにしています。あく
まで参考にしてもらうために、選手の目に入
るところに置いておく感じです。もちろん、
選手から質問がきたときにはしっかり答えま
すし、そのときはいくらでも教えますけどね」
　楽しみながら野球に取り組んでもらうため
の“自主練”。その“自主練”を内容のあるもの
にするための積極的な情報提供。このフロー
が城南高校野球部のアイデンティティとなり
つつある。

　城南高校野球部の選手への情報提供は、「現
状認識のためのデータ」や「課題の解消に用
いることのできる技術やトレーニング方法に
関する情報」などに分けられる。前者にあた
る現状認識のためのデータとしては「測定分

析シート」と「試合成績シート」などがある。
　測定分析シートは、体格、スイング（スイ
ングスピードやロングティーの飛距離）、球
速、走塁（タイム）、ウェイト（スクワットや
ベンチプレス）、柔軟性などを月に一度測定
し、紙に出力して選手に渡している。これら
の測定項目は野球部をサポートする田中來人
トレーナーが選定している。
　試合成績シートは週末に行われる試合の結
果をまとめたもので、打率や出塁率に加え、
OPS（出塁率と長打率を合算した攻撃での
総合的な貢献を見る指標）や、打者のタイプ
を示す四球と三振の割合、打席内でのストラ
イクとボールの割合や初球のストライクへの
対応なども集計されている。
　こうしたデータの管理で力を発揮している
のが藤上侑亮部長と大内田勇介実習助手だ。
藤上部長は理科教諭で野球部の前監督でもあ
る。大内田助手は元システムエンジニアとい

データのフィードバックを支える
システムを開発

「快適に練習できる環境づくり」
だけではなく

理数コースの野球好きな生徒を
「データ分析担当」候補にスカウト

データ管理・システム化

藤上侑亮
部長

データ管理・システム化

大内田勇介
実習助手

データ分析

納富太規君

★ 試合成績シート／打率、出塁率、OPS（出
塁率と長打率を合算した攻撃での総合的
な貢献を見る指標、打者のタイプを示す
四球と三振の割合、打席内でのストライ
クとボールの割合や初球のストライクへ
の対応など）

★ フォームの連続写真
★ 指導書の情報や他校の練習取材から得た
情報　など

★ 測定分析シート/体格、スイング（スイン
グスピードやロングティーの飛距離）、球
速、走塁、ウェイト（スクワットやベン
チプレス）

★ 正しいウェイトトレーニングの情報
★ 専門家ならではの気づき　など

情報発信者

中野雄斗
監督

情報発信者

田中來人
トレーナー 選手

選手

選手

選手

自主練を楽しませるためのデータ活用術

城南高校が目指しているのは、選手が取り入れたいと思う情報をより広く、より多く、より深
く提供し、選手自らが課題を解消するためのヒントがいつでも得られる状況を作ること。その
ための情報提供フロー、情報活用フローにも創意工夫が溢れている。

練習の質を高める4つの取り組み

“自主練習重視”主義

個の力を高めるため、また主体的に練習に取り組ませるため、城南
高校では自主練習を重視している。それぞれの「こうなりたい」を
実現するため、部員たちは「課題練習計画表」を提出。「テクニック」
と「フィジカル」に分けて、自主練の内容を掲示している。

積極的な情報提供

「自主練重視主義」をサポートするのが、積極的な情報提供。試合
での成績、体力測定の結果、フォームの連続写真など自己分析など
課題の自覚に生かせる材料を選手に渡している。他にも、他校の練
習方法やセイバーメトリクスなどの最新情報にも触れさせている。

徹底した時間管理

打球が生まれてから一塁手のミットに入るまでの秒数を計測するマ
ネージャー。「アウトにできる処理だったかどうか」が客観的に把
握でき、ノックに緊張感が生まれる。また、練習メニューごとにタ
イマーを起動させ、経過時間を選手が意識できるようにしている。

組織の強化

チーム力を上げるべく組織の強化にも意欲的だ。マネージャーは“お
手伝い”以上の活躍をし、部長・副部長の徹底したデータ管理によ
り取得データを上手に活用。外部トレーナーを積極的に採用するほ
か、野球部外の生徒をデータ分析官としてスカウトした。

1

3

2

4

自主練習を楽しみにしている
選手が増えてきた

気になる
あの学校の

ユニークな
取り組み
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「伸びのある直球」に、「キレの良い変化球」。
捕手からの「今日はボールがきてないぞ」と
いうかけ声……。
　野球界で当たり前のように使われてきたこ
れらの言葉に、明確な指標はない。
　伸びって、なに？　キレって、なに？
　そう。投手が投げるボールはほとんどすべ
て、当事者たちの「感覚」や「主観」によって
評価されてきたのだ。
　唯一と言っていい絶対的な指標と言えば、

スピードガンによる球速表示くらい。だが、
「球速以上の伸びがある」「表示ほどの速さを
感じない」という表現があるように、球速だ
けでは計りきれない奥深さが投手にはある。
　投げたボールの回転数や回転軸に変化量、
軌道……。打者であればバットから放たれた
打球の速度や角度などを数値として示してく
れるのが、「トラッキングシステム」と呼ば
れるものだ。
　高感度のカメラやレーダーで、投球や打球

が瞬時に解析される。ここ10年ほどで米大
リーグ、そして日本のプロ野球にも急速に広
がり、今やプロ野球球団の大半が高性能弾道
測定器「トラックマン」を活用している。ア
マチュア野球でも早いところはすでに動き出
しており、東京六大学野球では公式戦でもト
ラックマンを導入。リーグ戦で取得したデー
タを全大学でシェアしている。
　では、これらのデータが分かることでどん
なメリットがあるのか？

　実際に簡易型の弾道測定器「ラプソード」
を２０１７年に導入し、投手陣の底上げに成
功したのが慶応大だ。失点を重ねることが多
かった慶応大だが、投手陣が自分の特徴を知
ることにより、それぞれが目指すべき投手像
が明確になったという。
　東京六大学リーグで通算５勝を挙げている
右腕の森田晃介（４年、慶応）の説明が分か
りやすい。
　「投げたボールが『見える化』する。データ

で明らかにされるので、その球をどんな意図
で使えば効果的かとか、この球は見せ球にし
ようとか、球種ごとの役割を明確にすること
ができました」。
　たとえば、森田の場合、「ストレートで空
振り三振を取りたい」という投手としてのロ
マンがあったが、回転数や回転効率といった
ボールの『伸び』に関する数値を見たところ、
あまり高くなかったことから、その役割を見
直したという。

「僕のストレートでバットの上を通過させて
空振りが取れるかというと、現実的にそうで
はない。その事実をラプソードで知ることが
できた。うすうす感じてはいましたが、割り
切れる根拠になった。じゃあ、直球はゴロを
打たせるために低めに集めようと」。
　スライダーと直球の軌道の差が大きすぎて
打者に見切られてしまう特徴もラプソードか
ら見て取り、新たにカットボールを習得。低
めの直球とカットボールなどを主体に、打た
せて取る投球術を確立した。
　１年生の春からリーグ戦を経験し、通算防
御率０・71を誇る増居翔太（３年、彦根東）
も練習からラプソードを使いこなす一人だ。
「ブルペンでの投球練習で、感覚的に新しい
トライをするときはデータが欲しい。実際に
バッターに打ってもらわないと分からなかっ
た部分が、データである程度、試合で通用す
るかどうかが分かるので効率的です」。
　自らの「現在地」や「特徴」を知る。成長に
は必要不可欠な要素だ。
　今までは自分の感覚や指導者や捕手からの
評価だけに頼っていた部分を、明確な数値が
示してくれる。「感覚」と「数値」をすりあわ
せる作業を繰り返すことで、「自分の成長が
見て取れる。日頃の投球練習が楽しくなっ
た」と森田。
　１球１球、すぐに数値が出るため、「この
投げ方だったら回転数がどうなるか」といっ
た試行錯誤ができる。結果、自ら考えて練習
する力が身につくというわけだ。慶応大では
ブルペンに常設しているほか、今年からは実
戦的な練習の時も計測しているという。
　指導する側にとっても、メリットは大きい。
　やはりラプソードを導入する神奈川・立花
学園の志賀正啓監督は選手とのコミュニケー
ションの材料にしている。「イメージだけで
伝えられても選手は分からない。『なぜ打た
れたか』を選手に説明する材料にもなります
し、ボールの軌道や回転数などを示してやれ
ば、感覚とのずれも一致する」。
　慶応大の竹内大助・助監督が思い描く未来
は刺激的だ。「大げさかもしれませんが、理
想はコーチが必要なくなる環境ができればい
いと思っています」。
　選手が個々で投球データを読み解き、分析
結果に基づいて目指すべき道を考え、チャレ
ンジをする。やらされる練習から、自発的な
練習へ。トラッキングデータは選手の思考や
行動をも前向きにする可能性を持っている。

トラッキングデータ入門

自分の「現在地」を数字で知ると
練習が変わる、未来が変わる！

社会で進むＩＴ化の波は野球界にも急速に広がっている。
近年、注目を集めるのが投球や打球を立体的に解析した「トラッキングデータ」だ。
球の回転数や変化量などが数値化され、「感覚」頼みだった野球が変わり始めている。
取材・文＝山口史朗　 写真協力＝出井健一郎（P16右下）、慶應大学野球部、立花学園高校野球部、福岡県立城南高校野球部

【 野球界で活躍するトラッキングシステム 】

練
習
で
の
測
定

試
合
で
の
測
定

ポータブル

実は野球界のさまざまな場所ですでに活躍している
トラッキングシステム。ここでは、メジャーなトラ
ッキングシステムを、縦軸に「据え置きタイプor
ポータブルタイプ」、横軸に「主に練習での測定で

使用されるor主に試合での測定に使用される」と
いう2つの座標軸で表してみた。トラッキングデー
タについて書かれた2冊の参考図書も紹介するので、
興味がある人はぜひ読んでみよう。

Rapsodo
独自の3Dトラッキングで、多く
の球質データをリアルタイム分析。
ダルビッシュ有（パドレス）が愛
用し話題に。簡単な設置も魅力。

TrackMan
迎撃ミサイルの技術を転用し
て開発された高性能の弾道測
定機器。シングルレーザーの
ポータブル機「トラックマン
3e」（右下）もある。

Technical 
Pitch
公式ボールと同じサイズ・
重量で作られた、センサー
内蔵のボール型測定器。球
種、球速、回転数、回転軸
などを記録、分析する。

公式ボールと同じサイズ・
重量で作られた、センサー
内蔵のボール型測定器。球
種、球速、回転数、回転軸

MA-Q
専用センサー内蔵で投げたボ
ールの球速や回転数、３Dの
回転軸を計測、アプリで確認
できる。充電式で繰り返し使
用でき、ブルペン以外のキャ
ッチボールも計測可。

用し話題に。簡単な設置も魅力。
Hawk-Eye
画像解析技術とトラッキング技術に
よりミリ単位の正確さでボールや骨
格の動きを捉えて解析。MLB全球
場及び神宮球場に導入されている。

全国無名だった慶応大投手陣が2017
秋、2018春に東京六大学リーグ連覇
を成し遂げた原動力となった影には、
秘密兵器の存在があった。ラプソード

弱小球団を変革し
たのは「数学」だ
った。データから
選手の隠れた価値
を導き出し、また
データを視覚的に
提示し現場で活用

P12で特集している福岡県立城南高校はMA-Qとラプソードを併用（左）。進歩的なIT活用で知られる立花学園も導入済み（中右）。両校に共通するのは選手主体の野球部運営だ。

することで、21年ぶりのプレーオフ
進出を成し遂げたピッツバーグ・パイ
レーツ奇跡の実話。トラヴィス・ソー
チック著／KADOKAWA

の第一人者で、元
慶応大野球部助監
督の林卓史氏の投
手育成術。林卓史
著／ベースボー
ル・マガジン社

据え置き機

ポータブル

据え置き
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　国内でのニーズの高まりに応え、2021年
3月にラプソードの日本法人が設立された。
野球部でも個人でも誰でもラプソードを購入
することができる。興味のある方は、メール
もしくはお電話にて問い合わせてみよう。ラ
プソードに連動するハイスピードカメラ
「INSIGHT」の発表など、今後さまざまな
サービス展開が予定されている。

問い合わせ先
株式会社Rapsodo Japan
［住所］〒231-0023 
　　　横浜市中区山下町26-5 LATER 2F
［TEL］045-319-4871 
［FAX］045-319-4872
［E-mail］support-jp@rapsodo.com
［URL] https://rapsodo.com/ja

　ラプソードを使うことでどんな効果を期待
できるか。実際に導入している高校での一例
を紹介しよう。
　右横手から140キロの直球を投げる選手
のスライダーが、よく打たれた。ラプソード
のデータを見ると、直球との球速差が20キ
ロ以上と大きく、曲がり始めるのが早いこと
も分かった。監督と選手で相談のうえ、その
中間ほどの速度で曲がりの小さいカットボー
ルを練習した。結果的に「相手が直球だと思
って振ってくれるようになった」。

　その高校では「平均値から外れる」ことを
重視している。回転数が少なく、回転効率も
低い「伸びのない直球」を投げる投手でも悲
観することはない。ボールを低めに集めるこ
とでゴロを打たせる投球を目指せばいい。そ
の投手の特徴的な数値を見いだし、特徴を生
かした投球術を作り上げる。いわゆる「ピッ
チデザイン」だ。
　長期的に計測を続け、データを蓄積するこ
とで「リーグ戦終盤は回転数が悪くなった」
などと好不調の原因を探ることもできる。

日本の高校や大学でも導入するチームが増えているのが、持ち運びも
できる簡易型の弾道計測器「ラプソード」だ。個人で購入する選手も
いる。簡単に設置できるうえ、アプリをダウンロードしたタブレット
端末などですぐに数値を見られる手軽さが魅力で人気を集めている。

どんなデータが取れるの？
どんな風に設置するの？

どんな効果があるの？

誰でも買えるの？

導入校
急増中!

Rapsodoって
どんなマシン？

注目のトラッキング機器
ラプソード

ピッチング

ヒッティング

リリース時の腕のサイドの角度と高さ
リリース時の腕の角度や高さが分かることで、
球種によってリリースポイントや腕の振りが
変わるかどうか、などが判別できる。

5

回転量
１分間あたりの打球の回転量。理想とされる
のは１５００～２５００。回転量が多すぎて
も初速度が遅くなって飛距離は伸びづらい。

5

3D打球軌跡
ラプソード専用のアプリを通して打球の軌跡
を確認できる。点線は回転がかかっていない
場合の、実線は実際の打球の軌跡を示す。

8

投球ボールのリリース直後の
上下角度とサイドの角度

ボールがリリースされた瞬間の、上下、左右
の角度が示される。上下の角度は直球なら－
２～０度、変化球は１～３度が一般的。

6

変化量
ボールの上下、左右の変化量が数値とグラフ
で示される。グラフの分布を見て、その投手
に適した変化球を探るチームもある。

7

ストライクゾーン8

打撃方法の分類6

打球方向9

ストライクゾーン7

打球角度10

3D投球軌跡9

回転率
ボールの回転量と「ボールの変化に貢献した
回転量」から、回転効率が示される。１００
％に近いほど、伸びのある直球と言える。

4

正しい位置にタンクを設置する
（ピッチングはホームプレイトから4.72mの位置、
ヒッティングは4.27mの位置に置く）

STEP.1

RCE(Rapsodo Compute Engine)と
カメラを接続し、タンクに固定･配置する

STEP.2

iPadとアプリを専用WiFiで接続するSTEP.3

キャリブレーション(位置調整)を行うSTEP.4

設定が簡単なのに高性能なのがラプソードの魅力。ピッチングの場合は、左図
のように投手と打者の間にタンクを設置し専用WiFiでタブレットとつなぐ。

パフォーマンス向上を視覚的に確認できる。
●定価：650,000円（外税）＋送料　
● クラウドサービスのサブスクリプション
初年度無料
　2年目より年間75,000円

自分の“球質”が数字で分かる

Pitching 2.0
持ち運び可能で屋内/屋外でも利用可能。
●定価：650,000円（外税）＋送料　
● クラウドサービスのサブスクリプション
初年度無料
　2年目より年間75,000円

打球の特徴をリアルタイム分析

Hitting 2.0

Wifi
1

5

8

6

4 3

7

9

3D打球回転イメージ3

グループ 回転量
(RPM*) 飛距離（M)

Rapsodo HITTING測定基準(グループ別)

3D打球回転イメージ

回転量(PRM*) 打球のイメージ

打撃方法 球速 (KMH)

SPIN RATE (回転量)

打撃方法の分類3D BALL FLIGHT(3D打球軌跡)

H I T T I N G

右打者の典型的な右打者の典型的な
バックスピン

トップスピン
（左打者）

トップスピン
（右打者）

バックスピン
（右打者）

バックスピン
（左打者）

サイドスピン
（右打者の場合
右に切れていく
スピン）

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

5

3

1

6

4

8EXIT DIRECTION(打球方向)

LAUNCH ANGLE(打球角度)

9

10

7 地上106.7cm

地上45.7cm

7

2

10 9

11

8

2

3

4

5

6

ストライクゾーン

50.8cm

43.2cm

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

グループ 打球角度 回転量
(RPM*)

グループ 回転量
(RPM*)

ビデオ録画機能

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

SPIN DIRECTION(回転方向)
代表例：

サイドスピン
（右打者の場合
左に切れていく
スピン）

打球速度
（KMH)

打球角度

飛距離（M)打球速度
（KMH)

打球角度 飛距離（M)打球速度
（KMH)

グループ 回転量
(RPM*) 飛距離（M)

Rapsodo HITTING測定基準(グループ別)

3D打球回転イメージ

回転量(PRM*) 打球のイメージ

打撃方法 球速 (KMH)

SPIN RATE (回転量)

打撃方法の分類3D BALL FLIGHT(3D打球軌跡)

H I T T I N G

トップスピン
（左打者）

トップスピン
（右打者）

バックスピン
（右打者）

バックスピン
（左打者）

サイドスピン
（右打者の場合
右に切れていく
スピン）

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

5

3

1

6

4

8EXIT DIRECTION(打球方向)

LAUNCH ANGLE(打球角度)

9

10

7 地上106.7cm

地上45.7cm

7

2

10 9

11

8

2

3

4

5

6

ストライクゾーン

50.8cm

43.2cm

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

グループ 打球角度 回転量
(RPM*)

グループ 回転量
(RPM*)

ビデオ録画機能

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

SPIN DIRECTION(回転方向)

理想的な理想的な
バックスピン

代表例：

サイドスピン
（右打者の場合
左に切れていく
スピン）

打球速度
（KMH)

打球角度

飛距離（M)打球速度
（KMH)

打球角度 飛距離（M)打球速度
（KMH)

グループ 回転量
(RPM*) 飛距離（M)

Rapsodo HITTING測定基準(グループ別)

3D打球回転イメージ

回転量(PRM*) 打球のイメージ

打撃方法 球速 (KMH)

SPIN RATE (回転量)

打撃方法の分類3D BALL FLIGHT(3D打球軌跡)

H I T T I N G

左打者の典型的な左打者の典型的な
バックスピン

トップスピン
（左打者）

トップスピン
（右打者）

バックスピン
（右打者）

バックスピン
（左打者）

サイドスピン
（右打者の場合
右に切れていく
スピン）

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

5

3

1

6

4

8EXIT DIRECTION(打球方向)

LAUNCH ANGLE(打球角度)

9

10

7 地上106.7cm

地上45.7cm

7

2

10 9

11

8

2

3

4

5

6

ストライクゾーン

50.8cm

43.2cm

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

グループ 打球角度 回転量
(RPM*)

グループ 回転量
(RPM*)

ビデオ録画機能

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

*Revolutions Per Minute - １分間あたりのボールの回転量

SPIN DIRECTION(回転方向)
代表例：

サイドスピン
（右打者の場合
左に切れていく
スピン）

打球速度
（KMH)

打球角度

飛距離（M)打球速度
（KMH)

打球角度 飛距離（M)打球速度
（KMH)

代表例として下記のような回転イメージがある。

球種2

球種 右投げ (KMH)

VELOCITY AVERAGES(球速) ジャイロスピン

総回転数*(RPM**)

SPIN RATE (回転率)

回転効率 (TRUE SPIN/TOTAL SPIN)
球種 回転効率

SPIN DIRECTION

RELEASE HEIGHT AND RELEASE SIDE RELEASE ANGLE AND HORIZONTAL ANGLE

3D BALL FLIGHT(3D投球軌跡）

ストライクゾーン

P I T C H I N G MLB DATA GUIDE

0度度

ストレートストレート

右投げ
ストレート/チェンジアップ

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

4

2

1

2

5 6

3

9

9
8

8

56

VERTICAL AND HORIZONTAL BREAK(変化量)7

左投げ
バックスピン

右投げ
トップスピン

右投げ
バックスピン

左投げ
トップスピン

3

4

地上106.7cm

地上45.7cm

43.2cm

7

27.4cm

高さ

サイド

167.6cm

P I T C H I N G MLB DATSPIN DIRECTIONA GUIDE

球種

50.8cm

SPIN DIRECTION(回転方向)
左投げ (KMH)

右投げ 左投げ 

左投げ
ストレート/チェンジアップ

右投げ
サイドスピン

左投げ
サイドスピン

左投げ
トップスピン

右投げ
トップスピン

代表例：球種 右投げ (KMH)

VELOCITY AVERAGES(球速) ジャイロスピン

総回転数*(RPM**)

SPIN RATE (回転率)

回転効率 (TRUE SPIN/TOTAL SPIN)
球種 回転効率

SPIN DIRECTION

RELEASE HEIGHT AND RELEASE SIDE RELEASE ANGLE AND HORIZONTAL ANGLE

3D BALL FLIGHT(3D投球軌跡）

ストライクゾーン

P I T C H I N G MLB DATA GUIDE

45度度

右投げ
ストレート/チェンジアップ

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

4

2

1

2

5 6

3

9

9
8

8

56

VERTICAL AND HORIZONTAL BREAK(変化量)7

左投げ
バックスピン

右投げ
トップスピン

右投げ
バックスピン

左投げ
トップスピン

3

4

地上106.7cm

地上45.7cm

43.2cm

7

27.4cm

高さ

サイド

167.6cm

P I T C H I N G MLB DATSPIN DIRECTIONA GUIDE

球種

50.8cm

SPIN DIRECTION(回転方向)
左投げ (KMH)

右投げ 左投げ 

左投げ
ストレート/チェンジアップ

右投げ
サイドスピン

左投げ
サイドスピン

左投げ
トップスピン

右投げ
トップスピン

代表例：

カーブカーブ
（右投げ）

球種 右投げ (KMH)

VELOCITY AVERAGES(球速) ジャイロスピン

総回転数*(RPM**)

SPIN RATE (回転率)

回転効率 (TRUE SPIN/TOTAL SPIN)
球種 回転効率

SPIN DIRECTION

RELEASE HEIGHT AND RELEASE SIDE RELEASE ANGLE AND HORIZONTAL ANGLE

3D BALL FLIGHT(3D投球軌跡）

ストライクゾーン

P I T C H I N G MLB DATA GUIDE

90度

スライダースライダー

右投げ
ストレート/チェンジアップ

12
1

2

3

4

57

11

10

9

8

6

RAPSODO.COM/JA

1

4

2

1

2

5 6

3

9

9
8

8

56

VERTICAL AND HORIZONTAL BREAK(変化量)7

左投げ
バックスピン

右投げ
トップスピン

右投げ
バックスピン

左投げ
トップスピン

3

4

地上106.7cm

地上45.7cm

43.2cm

7

27.4cm

高さ

サイド

167.6cm

P I T C H I N G MLB DATSPIN DIRECTIONA GUIDE

球種

50.8cm

SPIN DIRECTION(回転方向)
左投げ (KMH)

右投げ 左投げ 

左投げ
ストレート/チェンジアップ

右投げ
サイドスピン

左投げ
サイドスピン

左投げ
トップスピン

右投げ
トップスピン

代表例：

投げた球の種類とイメージを示している。

回転方向3
投球の回転軸は時
計の針にならって
表示される。

投球速度1
km/h、mp/h両方の表示が可能。

左投げ
ストレート／
チェンジアップ

右投げ
トップ
スピン

左投げ
サイド
スピン

右投げ
サイド
スピン

右投げ
ストレート／
チェンジアップ

左投げ
トップ
スピン

12

2

8 4

7 5

111

6

9

10

3

回転方向4
打球の回転軸は時
計の針にならって
表示される。

バックスピン
（左打者）

トップスピン
（右打者）

サイドスピン
（右打者の場合
右に切れていく
スピン）

バックスピン
（右打者）

トップスピン
（左打者）

12

2

8 4

7 5

111

6

9

10

3
サイドスピン

（右打者の場合
右に切れていく
スピン）

ipad

打者

投手

カメラ

打球速度1
km/h、mp/h両方の表示が可能。

ビデオ録画機能2
計測とともにビデオ録画も可能。

3

4

8

5 910

6

2

1

7

2

1918



今回の
“パイセン”

千葉県木更津市出身。木更津高校では2年
生からエースとしてチームをけん引し、
2018年の東千葉県予選では、全5試合に先
発し54年ぶりのベスト8進出に貢献した。3
年時は腰のケガで本来のピッチングができ
なかったが、アメリカで野球をするという
夢を実現させるため、アスリートブランド
を通じて留学中。

www.athlete-brand.com
TEL.03-3230-0036（代表）

お問い合わせ先アメリカ野球留学はアスリートブランドで! 
高校野球部向けの無料説明会も実施中 

米大学野球部セレクション日程は9月、10月（場合によって8月）、または動画調査のための国内セレクション練習会も8月頃開催予定。行きたい土地というよりプレーチャンスの多い学校に行き、そこで実績を
出す方がさまざまな点からオススメ。就職実績：プロ野球選手(NPB、日米独立）、プロ野球球団関係者（通訳、トレーナー等2021年4名）、国際スポーツ連盟、大手上場企業、官公庁、プロレーサー、大学職員、
市議会議員、起業独立など。詳しくはお問い合わせ下さい。

セレクションは通常、現地のアメリ
カ人と一緒に練習に参加するので、
アメリカ特有の雰囲気が体感できる

　海外留学へ挑戦するための流れは、いたってシンプル！
進路を決めるのは、最後の夏が終わったあと。高校球児
として“引退”したあとから、海外挑戦の歩みは始まる
ことになる。挑戦を決めたら、手続きをし、秋に現地に
渡って米大学野球部セレクションに参加、または動画を
送ることで日本にいながら入部合格がわかる受入動画調
査に申込。見事合格となれば、入学手続きを踏み、アメ
リカでの大学生活をスタートできるのだ。
　大学では当然、野球以外の勉強もいち学生として学ん
でいく。語学を学びつつ、最後まで通えば通常の“大卒”
として就職活動もできる。その後、どんな道を歩むかは
君次第！　ひとつの選択肢として、考えてみよう！

決して遠くない海外への道。
勇気を持って、ぜひトライしてみよう！

君の未来に、野球留学の選択肢を！

HowtoHowto
海外留学海外留学

STEP 3

来年３月以降に
渡米！

STEP 1

秋開催の現地米大学セレクション
or 日本にいながら合否がわかる

受入動画調査に参加！

STEP 2

野球部合格
＝大学合格！
諸手続き

学へ進んだら留学したい。菅沼駿
一朗パイセンは、高校に入学した
ときからこの夢を抱いていた。そ

の裏には、成績が伸びたことで好きになった
英語の存在がある。
「中学で英語を習い始めたときは、得意とい
う意識もなく成績もいいほうではなかったん
です。でも、中学時代の野球部の顧問の先生
が、テストの際に目標点数を定めたんです。
戸惑う気持ちはありましたが、頑張って勉強
した結果、目標点数を上回る結果が出たこと
で、英語が好きになっていきました」。
　これは菅沼パイセンが野球にのめり込んだ
ときと同じ状況だった。小学3年生の終わり
頃、友達が所属していた少年野球チームに見
学へ行き、面白そうだと思って始めた野球。
それから約１年努力を続け、小学5年生で試
合に出られるようになると、練習の成果が表
れ始めた。「やってきたことが結果として表
れたことで、面白さが深まり、もっとうまく
なりたいと思うようになり、野球にハマって
いった感じです」と教えてくれた。
　高校時代は2年生からエースとして活躍し
た菅沼パイセン。そんな彼にアメリカでの野
球留学への道を教えてくれたのが高校の監督
だった。「監督から野球留学という選択肢が
あることを教えてもらったことで、野球を続
けながら好きな英語の勉強もできると思うよ
うになったのは大きかったです。そして、本
場と言われるアメリカの野球文化を学んでみ
たいという気持ちも強くなりました」。
　野球留学へ向けたトライアウトへ参加した
のは約2年前のこと。そこで菅沼パイセンは、

大

留学会社を選ぶ
つのポイント5

1 4年制大学への進学実績
2 就職実績
3 野球部に入るまでをサポートしてくれるか
4 留学先の大学を訪問させてもらえるか
5 先輩留学生たちの話を現地で直接聞けるか

   日
本
に
比
べ
時
間
は
短
い
が
、

濃
密
な
練
習
が
行
わ
れ
て
い
る

寮もある広々としたキャンパスライ
フにも慣れてきたというパイセン

コロナ禍でも異国で頑張る
パイセンの様子をチェック！

セレクションでは持ち味を
アピールして米野球留学を
つかみ取った

パイセンの
海外留学の様子

Great!

パイセン

パイセンQ&AQ&Aパイセン

編編

野球と勉強の両立で努力
していることは？

高校１年のときに、大学
へ進学したら留学したい
と話していました。その

ときも「野球も一緒にできる
ならいいね」と、背中を押し
てもらいました。

キミも

Let's Challenge!

Let's Challenge!
キミも

編編

今後の目標は何で
すか？
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夢見る球児
たち必見！

編編

英語での会話には慣れ
ましたか？

編編

留学を決めたときの両
親の反応は？

キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
は
設
備

充
実
の
ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
ル
ー
ム
も
！

すぐに文化の違いを目の当たりにする。
「とにかく球速のあるピッチャー多いことに
驚かされました。アメリカでは、自分と同年
代の選手の多くがウエイトトレーニングをき
ちんと取り入れていて、ストレートの質を磨
くことを重視していたんです。それまで僕は、
コントロールを重視する考え方だったので意
識の違いを痛感しました」。
　アメリカでの発見もあったが、日本でやっ
てきたこともアメリカで生かせた。
「配球に関しては、日本で学んだことが生か
せるなという実感はあります。アメリカの場
合、日本より大雑把な印象もあり、練られた
配球をできることは自分の強みになっていま
す」。
　本来であれば、昨年の5月下旬に渡米する
予定だったが、世界的に猛威を振るう新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で約2ヵ月延
期に。「状況が見えにくかっただけに、大丈
夫かなという不安はありました」と本音を漏
らす。それでも昨年8月に無事渡米し、野球
留学生活が始まった。「施設の利用制限など
はありますが、他の大学に比べて練習もでき
ているので、不便さは感じません。コロナ前
の状況を知らないということもあるのかもし
れませんが（笑）」。
　最後に、野球留学のパイセンとして進路に
直面する高校球児たちに次のようなエールを
送ってくれた。「アメリカに来ることで、視
野も広がると思います。言葉をはじめ、不安
もあるかもしれませんが、先のことは誰にも
わからない。もし、興味があるならば一歩踏
み出してみるのもいいと思います」。

日常会話で困ることはほ
とんどありません。でも、
スラングなどを話される

と、戸惑ってしまいます。

スキマ時間の有効活用を
意識しています。平日に
まとまった時間を取るの

は難しいこともあるので。

野球はもちろん、勉強も
頑張って4年制大学への
編入は成し遂げたいです。

4年間アメリカで学べれば自分
の強みになるので。

菅
すが

沼
ぬま

駿
しゅん

一
いち

朗
ろう

菅
すが

沼
ぬま

駿
しゅん

一
いち

朗
ろう

パイセン
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西尾マンが発掘する

取材・文・写真＝西尾典文

アマチュア野球ウォッチャーとして活躍する西尾マンが注
目選手を選出する大好評連載！ 今回は、各都道府県の春
季大会、そして夏の甲子園予選で活躍が期待される選手を
ピックアップした。4人とも成長著しく、夏に向けてまだ
まだレベルアップが期待されるだけに目が離せない。

アマチュア野球を中心に、年間約300試合を取材するスポーツ
ライター。大学まで選手としてプレーしたあと、筑波大学大学院
で野球に動作解析について研究した経歴を持つ。

西尾マン
とは……

選手の詳しい情報は
『Timely！WEB』にアクセス！ ⇒ 

vol.12

激戦区愛知でも総合力は上位のショー
トストップ。バウンドを合わせるのが
上手く、捕球も送球も安定感が際立
つ。しっかりトップの形を作って鋭く
振り出せる打撃も非凡。パワーがつけ
ばより怖い選手となるだろう。

攻守の形の良さ

守備

走力

ミート

パワー

腕の振りの鋭さ

守備

走力

ミート

パワー

球威ある直球を生む
ダイナミック投法

●右投左打
●182cm・72kg
●足／28.5cm
●50ｍ走／6.2秒
●遠投／102m
●松原タイガース→久喜シニア

古谷 瞳伍
Togo Furuya

球持ちの良さが光る
日向のキレキレ右腕

リリースの感覚

変化球

スタミナ

スピード

コントロール

パワフルスイング
出羽の長距離砲

打席での力感

守備

走力

ミート

パワー

小笠原 雅斗
Masato Ogasawara

中沢 匠磨
Takuma Nakazawa

浅利 瑠良 
Rui Asari

●右投右打
●174㎝・73㎏
●足／28㎝
●50m走／6.6秒
●遠投／90m
●四本松→住吉

3年 投手宮崎日大（宮崎） 

投手3年白鷗大足利（栃木）
●右投左打
●185cm・85kg
●足／28.5cm
●50ｍ走／6.4秒
●遠投／105m
●千年アンビシャス→弘前聖愛リトルシニア

3年 中堅手日大山形（山形） 

東北でも指折りの強打者。たくましい体
格で打席に入っただけで打ちそうな雰囲
気があり、軽く振っているようでもヘッ
ドスピードの速さは申し分ない。大型だ
が運動能力が高く、センターの守備も動
きの良さが目立つ。

攻守で将来性抜群！
令和の “牛若丸 ”

3年 ショート栄徳（愛知） 
●右投右打
●175cm・72kg
●足／28.5㎝
●50ｍ走／6.5秒
●遠投／100m
●ときわイーグルス→愛知名港ボーイズ

憧れの選手

吉田輝星

オフの過ごし方

身の回りの
整理整頓

宮崎県内でも屈指の安定感を誇る右
腕。無駄な力みがなく楽に腕を振るこ
とができ、球持ちが長く、スピードガ
ンの数字以上の速さを感じる。コーナ
ーを突く制球力も高レベル。昨年夏の
代替大会ではチームを優勝に導いた。

得意な科目

体育

好きな応援歌

紅

好きなチーム

中日ドラゴンズ

得意な科目

生物

今年の栃木を代表する本格派右腕。シ
ャープに縦に腕が振れ、コンスタント
に140キロ前後のスピードをマークす
る。ボールの角度も魅力だ。秋は故障
で登板を回避したが、能力の高さは間
違いなく、春は復活に期待だ。

好きなプロ野球チーム

福岡ソフトバンク
ホークス

趣味

ボウリング

好きな芸能人

新垣結衣

好きなテレビ番組

しゃべくり007

憧れの選手

大谷翔平

趣味

ボウリング

まだまだ

グローブがダメージを受けていくことは一生懸命練習している証！ とはいえ使用感が変わってしまったり、
破れたり紐が切れてしまうこともあるでしょう。でも大丈夫！ 今までの使用感を保ったまま修理が可能だ。

 「毎日練習をしていればグローブは消耗していきますが、買い
換えるのでは経済的にも大変ですし、使用感も変わってしまいま
す。修理であれば2万円弱で、内容にもよりますが多くはこれま
でと同じ使用感を保ったまま修理可能。ポケットや型も今まで通
りに近い状態で復活させられるため、馴染んだグローブの良さも
損ないません。来店してもらえればカウンセリングで壊れる前に
修理することもできますし、ボロボロになる前に直したほうが時
間もかからず費用も抑えれるので、修理はもちろんメンテナンス
感覚でも利用してほしいですね」。

修理して長く使うことで最高の使い心地に

使い心地は同じなのにフィット感が蘇る

カラーを変えてオリジナルグローブに進化！

ここを交換するだけでも見た目が一変
着脱時の負荷やメンテナンスが届きにくいこともあって消耗しやすいヘリ革。破れた
りひび割れたら新品の革に交換してもらおう。着用時の違和感が解消され、見た目の
ボロボロ感も革の色を揃えることで違和感なく綺麗に。

破れるなどのダメージを負ったグロ
ーブの内側部分をすべて取り外し、
新しい革に変える修理。元の使用感
や型などに沿って交換するため、今
までの使い心地はそのままにフィッ
ト感が新品同様に！ すぐに使える
状態までならしてもらえる。

ヘリ革とグラブレースの色を
変えることでオーダーのよう
な見た目が手に入る。「高校
卒業後にも使いたい！」「グ
ローブの見た目をお洒落にし
たい！」はもちろん、硬さも
少し戻るので年を重ねても愛
用したい場合にオススメだ。

［住所］ 〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目26-8アーデル蒲田1階
［アクセス］  JR・東急・京急蒲田駅より徒歩5分
［営業時間］  平日12：00～ 20：00　土日祝11：00～ 19：00
［定休日］ 水曜日
［電話番号］ 03-6281-8783
［URL］ https://www.re-birth.jp

リバース

グローブマイスター
大木 賢さん
大手スポーツ店にてキャリ
アをスタートさせ、日々多
くの修理・再生を行い、技
術向上に努めている。

君の相棒は 　　　  する!
馴染んだグローブを使い続けるために

復活

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

ヘリ革交換
Case 01

デザインリメイク
Case 03

裏革指袋交換
Case 02

諦めないで!

リバース2号店二子玉川に4月オープン予定！

2322



データ管理サービス「キューステ」の魅力

「キューステ」の 4 つ の 特 長

開 発 者 の 声

「スポーツ×IT」に取り組んでいるライブリッツ株式会社が提供する野球向けデータ管理サービス「キューステ」。
プロ野球チームもサポートするなど、チームに勝利をもたらすシステムとして評判だ。

　野球というスポーツはあらゆる情報を事前
に収集し、その場に応じたアウトプットを瞬
時に行っていくことが必要である。これは選
手自身はもちろん、チーム全体としても同様
である。であるならば、インプットはできる

だけ多くし、アウトプットをコントロールす
る力を磨けば、選手の成長やチームの勝利に
近づいていく。
「キューステ」を開発したライブリッツ株式
会社の担当者もまさに同じことを語っていた。
「スコアブックとの違いをよく聞かれますが、
何打数何安打というデータは、紙に書かれた
数字だけを見ると2つのデータしかないので

すが、システムに入力すると、裏側のデータ
基盤には１０個も２０個も付随のデータが生
成される仕組みになっているので、アウトプ
ットとして出てくるデータの数がまったく違
ってきます」。
　データというのはそれだけ貴重なものであ
り、扱いようによっては、チームにとっても
選手個人にとっても大きな武器となる。

これからの学生教育に
必要と言われるデータの利活用

スコア登録はボタンをク
リックしたり、選択肢か
ら選ぶだけで簡単登録が
可能。出場選手のデータ
やランキングも一覧でき、
ミーティングなどで振り
返る際に役立つ。

公式戦はもちろん、練習試合や
紅白戦などの出場データを記録
することで、選手の能力を可視
化できるので、選手自身がその
データを見て「次はこうしよう」
と考える力がついていく。

システムに入力したデータや映像はスマ
ホやタブレットなどでいつでも閲覧が可
能。指導者はもちろん選手一人一人のア
カウントも発行されるため、通学の移動
時間や練習前後、家や寮にいる時間など
いつでも“野球の勉強”ができる。

スコアデータと合わせて
1試合全ての映像をひも
づけて保存できるため、
スコアブックに載らない
ような付加情報も細かく
把握できるようになる。

野球のデータが
ラクに管理できる

選手のパフォーマンスデータを
可視化できる

スマホでいつでもどこでも
手軽に振り返ることができる

試合のスコアと映像が
ひもづけて管理できる

1特 長

3特 長

2特 長

4特 長

プラン名 概要
対象機能

データ管理 映像
管理試合 打席 一球

シンプルプラン 試合および打席成績を登録して、
成績を管理できるプラン ● ●

スタンダードプラン シンプルプランに追加して、
映像登録および管理できるプラン ● ● ●

費用やプランの詳細に関する
お問い合わせはLINEで相談

ACE株式会社
公式アカウントにて
個別の問い合わせを
受け付けています。
ID : @acestyle

お友達追加はこちら

これからの高校野球を支える

これからはデータという財産を
どうチームに残していけるかが勝負になってくる

映像を残すことで、
データの価値が劇的に変わる

ライブリッツ株式会社担当者

※一球ごとの分析ができるゴールドプランもございます。試合のスコアや練習データなどをキューステに入力するとチームや選手個人のデータが保存され、個人アカウントからいつでもアクセスできるようになる。

我々はデータそのものが「財産」であるという考えでサービスを展開しています。
データが残っていれば過去をいつでも振り返ることができます。3年前のあの試合
をすぐに振り返りたい、と思った時に、紙であれば残っていないかもしれませんし、
なくす可能性もありますが、データに残しておけばすぐに引っ張り出すことができ
ます。ですので、高校生など若いうちからデータに触れる環境を少しでも増やして、
自らの成長を可視化できる選手に育ってほしいですね。

数字だけがあるよりもそこに映像が加わるだけで、情報量が圧倒的にアップします。
例えば、ある投手が投げた「外角低めのストレート」という記録も、映像であれば
「この時クイックモーションで投げていた」とか「タイミングの取り方がちょっと
不自然だった」という付加情報を拾うことができます。そうすると、選手間のコミ
ュニケーションが生まれて「じゃあこうしようか」と改善するヒントになるので、
チームとして映像を管理・保存することもオススメです。

無料トライアルも実施中！！
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　この春、タイムリー編集部が制作し
た書籍が発売されます。『監督からの
ラストレター 甲子園を奪われた君た
ちへ』（インプレス刊）。全国43校の
監督が、不完全燃焼のなか巣立ってい
く2020年度の3年生に向けてしたた
めた手紙集です。どの手紙からも1年
間、悩み苦しんだ監督の想いが伝わっ
てきます。同時に、“悲劇の高校球児”
として報道されたその裏側で、本当は
どんなことが起きていたのかが分かる、
監督の目を通して描かれたドキュメン
タリーとも言えるでしょう。落ち込み
ながらもたくましく、最後まで頑張っ
た3年生のことを一人でも多くの読者
に知っていただきたいです。

タイムリー編集部・編　インプレス刊　定価：1,200円＋税

泣いた！  感動した！  胸アツ！

制作陣イチオシの手紙 すべての手紙に2年半グラウンドで培われた野球部のドラマが溢れています。
みなさんもお気に入りの手紙を見つけてみてくださいね！

WEBサイトの企画・編集、書籍
の企画などを行うスポーツメディ
アディレクター。ライフキネティ
ックトレーナーとしても活動中。

球児と指導者のためのメディアを
模索するタイムリーのまとめ役。
昼は編集者として夜は母ちゃんと
して、毎日ハッスルハッスル♪

タイムリープロデューサー
兼ACE株式会社代表取締
役。高校野球に携わり11年。
多くの指導者や選手から野
球の現場を学び続ける。

地方大会から甲子園まで観
戦に駆けつける高校野球好
きのデザイナー。しかし野
球経験はなく、全力でボー
ルを投げると肘を痛める。

企画・編集

永松欣也

Timely! 編集長

高橋美由紀

制作統括　

島本隆史
デザイナー

宮島薫

初の書籍
制作！

スポーツライター・編集者。日刊
スポーツ出版社在籍時は『輝け甲
子園の星』などの編集を担当。
2018年よりフリーランスに。

編集

小川誠志

しびれた
なぁ！

高校野球
サイコー！

ガンバレ
球児！

甲子園行き
たい！

●札幌大谷高校・船尾隆広 監督
　「他人任せで大人しかった君たちへ」
●盛岡大学附属高校・関口清治 監督
　「ダサい男になるな」
●仙台育英高校・須江 航 監督
　「尊敬すべき３年生へ」
●仙台第一高校・千葉 厚 監督 
　「自発能動で打ち克て！」
●学法石川高校・佐々木順一朗 監督
　「運命を受け止め、前に進め」
●明秀学園日立高校・金沢成奉 監督
　「野球をやりきった先に見たもの」
●前橋育英高校・荒井直樹 監督
　「真っ直ぐ、誤魔化さなかった３年生たち」
●浦和学院高校・森 士 監督
　「やられても立ち上がれ、諦めるな！」
●昌平高校・黒坂洋介 監督
　「素晴らしい教え子達、みんなありがとう！」
●八千代松陰高校・兼屋辰吾 監督
「思っていたよりも、みんな大人になっていたんだなぁ」
●小山台高校・福嶋正信 監督
　「“甲子園を求める心”は永遠に続く」
●開成高校・青木秀憲 監督
　「大事なのは、頂点を目指し努力したその境地」
●日本大学第三高校・小倉全由 監督
　「お前たちの純粋な気持ちに胸を打たれたよ……」

●慶應義塾高校・森林貴彦 監督
　「どんな試練にも折れないしなやかな心を」
●横浜隼人高校・水谷哲也 監督
　「辛抱すれば、いつかいいことがある」
●県立相模原高校・佐相眞澄 監督
　「“因果の法則”を忘れるな！」
●川和高校・伊豆原真人 監督
　「真のリーダーを目指せ。我々の“甲子園”はそこにある」
●市ケ尾高校・菅澤 悠 監督
「こんなチームをまた作りたい、そう思わせてくれた君たち」
●静岡高校・栗林俊輔 監督
　「胸が震えた３年生の野球ノート」
●中京大学附属中京高校・高橋源一郎 監督
　「中京の誇りを胸に、世のため人のために生きよ」
●西尾東高校・寺澤康明 監督
　あの練習シーンは一生忘れられないよ」
●県立岐阜商業高校・鍛治舍巧 監督
　「曇りなき白球の如くあれ!!」
●星稜高校・林 和成 監督
　「一寸先の“光”をつかめ」
●敦賀気比高校・東 哲平 監督
　「甲子園優勝を本気で狙えるメンバーだった」
●近江高校・多賀章仁 監督
　「“兄貴としてのプライド”に感動！」
●乙訓高校・市川靖久 監督
　「自分‒野球＝∞に！」
●履正社高校・岡田龍生 監督
　「胸を張れる大人になれ」
●香里丘高校・岡田泰典 監督・藤本祐貴 責任教諭
　「３年生を本当に誇りに思う」

●報徳学園高校・大角健二 監督
　「報徳ナインとして最後まで立派だった」
●東播磨高校・福村順一 監督
　「迷ったらグラウンドに帰っておいで」
●天理高校・中村良二 監督
　「万里一空！  やり切った君たちに幸あれ」
●市立和歌山高校・半田真一 監督
　「いつか笑いながら酒を飲もう」
●おかやま山陽高校・堤 尚彦 監督
　「甲子園を愛しているのではなく野球を愛している」
●岡山県共生高校・森下雄一 監督
　「後輩のいない、16人の３年生へ」
●広陵高校・中井哲之 監督
　「今はただ、前を向こう」
●米子東高校・紙本庸由 監督
　「君たちの未来は自由に選択できる」
●聖カタリナ学園高校・越智良平 監督
　「立派だった、君たちの決断」
●高知商業高校・上田修身 監督
　「“自分が３年生だったら……”と繰り返し自問した」
●福岡大学附属大濠高校・八木啓伸 監督
　「甲子園がなくても高校野球はできる」
●創成館高校・稙田龍生 監督
　「さあ今からが本番！」
●明豊高校・川崎絢平 監督
　「忘れられない試合をありがとう」
●大分商業高校・渡邉正雄 監督
　「１％の可能性を信じぬいた君たちへ」
●沖縄尚学高校・比嘉公也 監督
　「人生、イレギュラーしても対応できる」

予約早々
Amazon
ベストセラー
獲得！

尊敬すべき後輩たち

あえての厳しい言葉、心に刺さりました

気丈な部員たちの心情を想うとウルウル

いつもは泣かない情熱監督が見せた涙 成長した3年生に送る感動のエール

　高校OBとして楽しみにしていた23年ぶりのセンバツ。夢の舞
台を奪われた選手達の無念さを思うと言葉もない。自分だったら
悲劇の主人公を気取っていたに違いない。しかし、中止発表翌日
に学校で行われた緊急ミーティングでの後輩たちの振る舞いは見
事だった。何度読んでも目頭が熱くなる。

　練習環境に恵まれず練習時間も短い中、コロナ禍で目標を奪わ
れても希望を失わず戦い切った選手たち。彼らの頑張りをたたえ
ながらも監督はあえて厳しい言葉で問いかけます。教え子たちは、
日本の将来を背負って立つ人材。それだけに、すべてにおいて高
いレベルを目指してほしい。熱いエールが心に刺さりました。

　甲子園を目指した3年生の挑戦は286日目で突然終わりを告げ
ます。それなのに「野球を通して貢献できることはまだある」と
練習を続けた部員たち。内心は葛藤していただろうな、でも勝ち
負け以上に大切な「真理」が分かっていたんだろうな。修行僧み
たいに澄んだ心を持った彼らに感服しました。「とんがれ！ 米東！」。

　選手一人一人と向き合う荒井監督の人間性が垣
間見えるエピソードが印象的でした。社会に羽ば
たく生徒たちを応援する姿に胸を打たれました。

　最後の代替大会で「勝負にこだわる」という決
断をした3年生。そんな彼らに送る栗林監督の手
紙から大きな愛と高校野球の深さを感じました。

大分商業高校
渡邉正雄監督の手紙

開成高校
青木秀憲監督の手紙

前橋育英
高校

荒井直樹監督の手紙

静岡高校
栗林俊輔監督の手紙

本の中身をチラ見せ！

米子東高校
紙本庸由監督の手紙

チラ見せ！

タイムリー編集部・編　インプレス刊　定価：1,200円＋税

獲得！

タイムリー編集部・編　インプレス刊　定価：1,200円＋税

43学校の手紙掲載

春夏2つの甲子園が奪われた2020年。
全国の野球部監督が

3年生に送った
43通の手紙を
一冊の本にしました。

いますぐポチる！
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　スローイングは野球の基本動作でありながら、
とても難易度が高いスキル。一方で三振やフライ
を捕球する以外にアウトをとるためには必ずスロ
ーイングが伴う。つまり、スローイングを磨けば、
出場機会も増えていくという重要なスキルなのだ。
　では、野球のスローイングはなぜ難易度が高い
のだろうか。理由は２つ。

　1つは神経系の働きの影響が大きいこと。もう
1つは、身体のなかでも自由度が高い、「手」「腕」
「肩甲骨」を連動して使う必要があることだ。

スローイングにおいて「手」「腕」「肩甲骨」の動
きは非常に重要である。特に手は、目や脳とのつ
ながりが深く、神経系の働きの影響が大きいので、
投げ方を考えすぎてしまうと、かえって動きがぎ
こちなくなってしまう。
　また「手」「腕」「肩甲骨」は、自由度の高い関
節の構造になっているので、使える範囲も広く、
自由に動かせる。だが、自由度が高い反面、かえ
ってどの使い方が自分にとって正しいのか見つけ
づらい側面もある。
　これがスローイングの難易度を高くしてしまっ
ている理由なのだ。
　IWAアカデミーには、メジャーで活躍する選
手、日本のプロ野球で160キロを投げる投手な
ど投げるスキルがずば抜けて高い選手が訪れる。
その選手に“投げ方のコツ”を聞くと、一人ひとり
違う答えが返ってくるという。また「どうやって

速い球を投げているのか、本当のところは自分で
もわからない」と言うそうだ。そして、じっくり
投げ方を調べていくと、実際に同じ投げ方をして
いる人は誰一人いない。
　ところが、考えてみればそれも頷ける。160
キロとまではいかなくても、誰しもボールを投げ
るときには手先を高速で振る。その速さのなかで
「自分の身体がどのように動いてボールを投げて
いるのか」を正確に把握するのが極めて難しいの
は、高校球児なら想像がつくだろう。
　では、投げるスキルを高めるために、どうした
らよいのか？

　トップ選手がみな必ず口にするのが「どう投げ
ているかは分からないけれど、最後は、指先なん
です」というフレーズだ。

　たしかに、ボールに対して、指先でいい回転と
方向を与えさえすれば、ボールはイメージ通りに
空中を飛んでいく。
　投げるスキルがずば抜けて高い選手が、そろっ
て確かに感じている「指先の感覚」をトレーニン
グする方法がわかれば、どんな選手でもスローイ
ングの力を高めることができるのではないか？　
この気づきがスローイング・メソッド完成のヒン

パワーポジションで
スピード&コントロールが身につく！

日本一の野球チャンネル「トクサンTV」全面協力！
ミネソタツインズ前田健太選手絶賛!!

IWA
スローイング・メソッド

出版社：東洋館出版社　著者：木村匡宏

動画で
トレーニングの
動きを

確認できる！

トッププロが口にする
「どう投げているかは
分からないけれど、
最後は、指先なんです」という
言葉の真相とは！？

トになったという。
　スローイング・メソッドでは、スローイング力
を高めるためのアプローチとして、人それぞれ異
なる「パワーポジション」とプロが口を揃えて大
切という「指先力」、もう1つ欠かせない「全身協
調力」を高める方法を体系的にまとめている。
　特に自分のパワーポジションについて理解でき
れば、自分に向いている身体の使い方が理解でき
るので、ネット上に玉石混合で溢れる情報から、
自分に合ったトレーニング方法や技術理論を見つ
けることができる。
　指導者としても「自分の見ている選手がどうも
うまくいっていない。でも、変に動きを指導して、
フォームを壊してしまうのが怖い」という時に、
大きく間違えることなく、その選手の感覚に沿っ
た身体の使い方を調整することができる。
　最後に、スローイングの練習をするときに、ぜ
ひ押さえていただきたいのが、「強いボールを投
げる！」というシンプルな目標を持つこと。
　いいフォームを作ることに意識が向きすぎてし
まうと、本来の目的である“強いボール”を投げる
感覚が根付かず、必要な筋力も伴わない。強いボ
ールを投げるという目標に向けて、体の関節に負
担がなく、筋出力が高まる身体の使い方を、自分
自身で理解することが大切だ。

ご購入はこちらから▶▶▶

どんなに優れた野球技術論でも当てはまらない人はいる。「自分が
そうかも……」心当たりがある人に試してもらいたいのが“IWA
のスローイング・メソッド”。個々に違う体の使い方に合わせてア
プローチするから無理なく伸びる。その理論の核心を紹介しよう。

スローイング上達の方程式

全身の協調した動き
指先の感覚

自分に合った投げ方

「トクサンTV」で話題！
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