４歳上のお兄ちゃんが少年野

ので。どちらかというと生意気な選
手でしたね（笑）。

た時の気持ちは？

――

秒で
本目くらいでちょっと後悔

高校の時、スカウトの方が試

戦で投げさせてもらったんですが、
それ以降一切投げる機会がありませ
んでした。そんな時「お前、外野に
入ってみろ」、とチャンスをくれ
て。結構すんなり、そっちで頑張ろ

4
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―― 野球を始めたきっかけは？
清田
３年生の夏には県予選で準決

――

球に入った時ですね。お母さんと僕
もそこに一緒に行くことになって、
勝に進出されました
３年生の時は、甲子園に行き

たくてしょうがなかったですね。ピ

清田

そのまま「お前も入るんだろ」、み
たいな感じで入りました。
ッチャーとして「絶対に打たれな

高校では、県内に多くの強豪

――

ていたんです。もう、卒業はしてい
清田

持ちでいました。

い」「打たれたくない」みたいな気

５歳上にはお姉ちゃんがいる

がある中で市立柏高に行かれました
清田

たんですけど、たまたま先生と僕の

んですが、市立柏高でバスケをやっ

話になったみたいで。だんだん僕も
後のバッターだったので。もう１回

準決勝で木更津総合高に敗れ

興味が出てきて、行くことに決めま
勝てば決勝で、（さらに１回）勝て
ば甲子園だったのにな、と。

正直、悔しかったですね。最

した。
―― 高校ではどんな選手でしたか？
高校時代に特に意識していた

――

１、２、３年生と全部レギュ

清田
自主練習などはありますか？
ランニングは結構しました。

清田

シュを１００本やると自分で決めて
走りました。（全体の）練習は終わ
っていたんですが、俺は終わってい
秒くら

ないからと。ダッシュしてジョグで
帰ってくる往復を１分で。

た。
――

（高橋昭雄）監督がすごく厳
しい方で、１年生の時に一度リーグ

清田

持ちをうかがえますか？

大学で野手に転向した時の気

プロはあきらめようと思っていまし

間やってプロに行けなかったら、

た。社会人（ＮＴＴ東日本）を２年

年生になって初めて野手になりまし

年生までピッチャーをしていて、４

いました。大学（東洋大）では３

ゃうだろうな、と自分の中で思って

に行ってもどうせすぐクビになっち

は話を聞いていたんですが、今プロ

合を見に来てくれていたので、少し

清田

―― プロを意識したのはいつ？

しましたけど（笑）。

した。

帰ってくる。それを１００本やりま

いで（１００ｍを）走って、

18

ラーで出たんですが、言い方は悪い
企画・取材・文 江戸川大学「yell sports 制作チーム」

一度、夏の大会前に、１００ｍダッ

江戸川大学下記ゼミ所属の学生たちが「yell sports 千葉」で
企画・取材・文を担当する連載企画。
社会学部現代社会学科レジャー・スポーツマネジメントコース 広岡勲ゼミ
社会学部経営社会学科スポーツビジネスコース 小林至ゼミ
メディアコミュニケーション学部マス・コミュニケーション学科 新聞出版・文章力領域
協力：スポーツニッポン新聞社
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ですけど絶対出られると思っていた
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写真提供：千葉ロッテマリーンズ

K I YOTA I k u h i ro

清田 育宏

高校 ３ 年 間 は
絶対ムダにならない。
最後まで野球にしがみついて
頑張ってもらいたい―

年前。この選手も、甲子園を目指して地元で白球を追っていた。
市立柏高校のエースだった千葉ロッテの清田育宏外野手（ ）
である。
高校３年間で聖地を踏むことはかなわなかったが、
強肩強 打 を 武 器 に プ ロ 入 り 。
地元マリーンズで欠かせない存在となっている。
高校時代の思い出と、夏の県予選に臨む球児への思いを語ってもらった。
15

千葉ロッテマリーンズ

巻頭インタビュー ◯ 高校球児へのエール

巻頭インタビュー ◯ 高校球児へのエール

頑張ってもらいたいと思います。き

でも、最後まで野球にしがみついて

あれば大学、社会人と段階を踏んで

ですけど、僕の野球人生がここで終
つい練習もみんな必ずやらなきゃい

高校野球は今で

「勝ちにつながって良かったで
す」と満面の笑みで話す姿がと
ても印象的でした。一度決めた
ことから逃げ出さない。つらい
状況も素直に受け入れ、常に前
を向く。そんな姿勢が、強豪校
でない公立高校出身で、大学４
年生での野手転向からプロの
クリーンアップを任されるま
でになった原動力なのだと思
います。勇気をもらった球児の
方もたくさんいるのではない
でしょうか。清田選手のさらな
る活躍も、しっかり見届けてい
きたいと思います。

6
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うと思いました。ピッチャーは好き
わってしまうと思って。監督には感

すか？
清田

ら「プロ注目」と言

は１４０キロを投げた

います。僕たちのころ

な」と思うバッターも

「今の打ち方すごい

な球が速いですし、

し、ピッチャーもみん

がっていると思います

よりかなりレベルが上

はします。僕たちの時

テレビを見たり

もチェックされていま

――

いかなと。

らやってもらえたらい

けない。自分のために、と思いなが

謝しています。

1m80、85kg。右投げ右打ち。背番号 1。
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われた時代。今では１
４５キロを投げないと
「プロ注目」にならな
いレベルなので。
――

市立柏高の甲子園出場は１９

８９年春の１回。ＯＢとしての思い

プロ野球を目指している読者

の方に、練習方法や気持ちの持ち方

――

清田

は？
僕のお姉ちゃんの１歳か２歳下の方

などについてアドバイスがあれば
清田

今の（加賀谷城幸）監督が、

ら３年生は卒業ですけど、そこまで

なんです。僕もその時から知ってい

夏の大会が終わってしまった

の３年間というのは絶対ムダにはな

たので、何年かに１回行って話した

レーで負った左ひざの傷をか

激しい本塁上でのクロスプ

取材後記

りません。（プロへの）チャンスが

りします。でも、（甲子園常連の）
強豪校ではないので、一戦一戦頑張
ってほしいですね。

ば い な が ら、 試 合 後 の 取 材 に

これから夏の県予選を戦う球

獲得して日本一に貢献。規定打席数に初到達
した 15 年は打率 .317、15 本塁打をマークし
てベストナイン、ゴールデングラブ賞に選ばれた。

対応してくださった清田選手。

――

３年生は最後の大会になるの

児にエールをいただけますか
清田

で、自分はやりきったと思えるよう
に、一人一人が精いっぱいやっても

最後に、今後のペナントレー

らえればいいかなと思います。
――

スの戦いに向けてファンの方々に力
ファンの皆さんが球場にいっ

強いメッセージをお願いします
清田

ぱい来て応援してくださるので、そ
の方たちのためにも熱いプレーを見

10 年の日本シリーズでは打率 .333（30 打数
10 安打）
、1 本塁打、6 打点で優秀選手賞を

清田育宏

選手

せて、井口監督を胴上げできるよう
に頑張りたいと思います！

千葉ロッテマリーンズ

歳。市立柏高から東洋大、NTT 東日本を経て
09 年ドラフト 4 位で千葉ロッテマリーンズ入り。
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清田 育宏（きよた・いくひろ）1986 年（昭
和 61）2 月 11 日生まれ、千葉県出身の 32

学生記者／江藤 優（社会学部現代社会学科レジャー・スポーツマネジメントコース３年）

