
早慶 6 連戦コレクション 

1. 長尾 三郎 神宮の森の伝説 六〇年秋早慶 6 連戦 平成 4 年 

 [表紙のみ] 

2. 川崎 鉄雄 我が心のふるさと 神宮の杜 平成 11 年 

 [表紙のみ 小学校の同級生 山崎 紘之亮さんが紹介して下さったものです] 

3. 野島 斌 神宮ネット裏に我が人生 日経 平成 20 年 

4. 小林 康昭 昭和 35 年秋の神宮外苑 2016/10/15 

 [小林さんは早稲田大学(昭和 38 年)→大成建設→足利工業大学・教授→全国 

土木施工管理技士会連合会・会長→早稲田大学・招聘研究員。 FIT（慶應 

理工学部サッカー部 OB 会の金井勇司さんが紹介して下さったものです。] 

5. 嶋田 誠次郎 渡海昇二君と慶早六連戦 三田評論 2016/12 

6. 慶應義塾体育会野球部 2017.1.14 前田祐吉元監督追悼試合 

7. 2020/01/15 高知新聞 前田祐吉氏 野球の殿堂入り 

8. 早慶 6 連戦から 60 年 564 球を投げたエースのその後 朝日新聞 安藤嘉浩 
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昭和35 年秋の神宮外苑  20161015  小林康昭 

 

この年の秋の早慶六連戦は、忘れられない。早慶戦を前に、一位 慶大 8 勝 2 敗 勝ち点４、

二位 早大 7 勝 3 敗 勝ち点3。ほかの4 校は勝ち点3 以下。優勝の可能性は早慶両校に絞られ

ていた。早慶戦で慶大が勝ち点を取れば慶大が優勝、早大が連勝すれば早大が優勝、早大が 2 勝 1

敗なら早慶両校が勝率と勝ち点で並んで、優勝決定戦に持ち込まれる。早大は、慶大よりも厳しい

条件になっていた。下馬評では、慶大有利とはやされた。予定された1回戦の11月5日は雨。翌6

日に順延された。 

＊   ＊   ＊ 

1回戦 11月6日(日) 観客は6万5千人。学生内野席の学内前売券の割当てに外れたので、学

生外野席で応援する。先攻は早大。早大 2－1 慶大。(早大)安藤－野村、(慶大)清沢・角谷・丹羽－

大橋。先勝の早大は、明日勝てば優勝。慶大は後がない。 

2 回戦 11 月 7 日(月) 今日も、学生外野席からの応援だ。先攻は慶大。優勝がかかる早大は、

金沢が登板。3 番村瀬と 5 番石黒を入れ替えた。慶大 4－1 早大。(慶大)三浦・角谷－大橋、(早大)

金沢－野村。早大は、明日勝たないと優勝の芽はない。 

3 回戦 11 月8 日(火) 学生内野席は当日売りとなる。早目に球場へ。開門の1 時間前に着いた

が、既に長蛇の列が出来ていた。午後 1 時半、試合開始。先攻は早大。9 回に徳武本塁突入を巡っ

て両校の選手がもめる。その裏の回、3 塁の守備に着いた徳武を非難して、興奮した慶大応援席か

らものが投げ込まれた。慶大の前田監督が3塁コーチボックスに立って、応援席を鎮めた。安藤は

慶大を 5 安打完封。早大 3－0 慶大。(早大)安藤－野村、(慶大)清沢・丹羽－大橋。両校が、9 勝 4

敗 勝ち点 4。優勝の行方は、明日の決定戦に持ち込まれた。試合後、場外に出てすぐに、入場券

売り場の前にできた徹夜組の列に加わった。 

＊   ＊   ＊ 

優勝決定戦第1戦 11月9日(水) 曇天の朝は寒かった。学生内野席中段に席をとる。早大は安
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藤の連投。先攻は早大。後攻の慶大が2回に3塁打と犠打で先制点。以後、両軍はゼロ。早大は角

谷のカーブを打てない。0－1で9回表。早大の敗色が濃くなった。伊田が三塁ゴロで1死。鈴木悳

夫が代打に立った。角谷が、外角低めに投げたカーブの初球を、鈴木は振り切った。中堅渡海、右

翼小島が打球を追う。大歓声のなか、鈴木は 1 塁、2 塁を駆け抜け、3 塁上に立った。早大、起死

回生の3塁打。鈴木の代走に俊足前田。石黒が打席に入った。石黒の一打に期待して、熱狂した一

塁側は校歌をはりあげる。角谷は石黒を 2－1 と追い込んだ。石黒は顔面蒼白だ。石井監督が出て

きてタイムをかけた。石黒が近寄る。監督が声をかけた。石黒がうなずく。タイムが解けた。角谷

が、はずし気味に外角に投じたカーブを、石黒は泳ぐように手打ちで流し打った。小飛球となった

打球は一塁手の背後に落ちた。石黒、執念のヒット。前田がホームを踏んだ。この後、両投手の投

げ合いが続き、11回で日没引き分けになった。早大1－1慶大。(早大)安藤－野村、(慶大)角谷－大

橋・田中。連投の安藤は二日で 218 球。決定戦の再試合は翌々日となった。再試合前日の 10 日、

バイトを終えて、球場に向かった。そして、入場券売り場の前に並ぶ。1000人を超す学生が徹夜の

列を作った。ラーメン屋が屋台を引いてきた。新聞社のカメラがフラッシュを焚く。夜更けに、警

官が巡視した。 

＊   ＊   ＊ 

第2戦 11月11日(金) 快晴だ。前から10列目位の席に座る。安藤の3連投に、どよめきが起

きた。試合開始前から、球場内は興奮状態だった。先攻は早大。両校ともに3塁まで走者を進める

が、決定打が出ない。ともに無得点で、延長 11 回を迎えた。暮色が迫ってきた。風が冷たい。11

回表、早大0点。その裏、慶大は安藤統が四球、榎本が右前安打。俊足の安藤統が好走して、無死

走者1塁3塁。三塁側は総立ちになった。小島は敬遠の四球、無死満塁。打者は4番、主将の渡海。

石井監督が出てきた。右翼の鈴木と左翼の伊田が入れ替わった。渡海は左翼に引っ張るタイプ。監

督は、左翼に飛ぶ打球に鈴木の強肩を賭けたわけだ。マウンドに集まる早大内野陣は、顔をひきつ

らせている。渡海が3塁上の安藤統に声をかける。渡海は投手に向けた左足を後ろに引いて、投球

を待った。安藤は外角高めにストレートを投じた。渡海は、左足を前に踏み出して打った。渡海は
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明らかに右翼を狙っていた。打球は右翼に飛んだ。伊田が前進する。伊田は弱肩。一塁側に悲鳴が、

三塁側に歓声が起きた。3 人の走者はタッチアップ。前進して伊田が捕った。視野の左隅で、3 塁

から安藤統が走り出した。大音響の三塁側。生還すれば慶大が優勝だ。伊田が投げた。2 塁手の村

瀬が中継に入った。伊田が投じた球は、村瀬の頭上を越えて、野村に返球された。野村は本塁から

2ｍほど 3 塁側の線上で構えた。返球を野村は胸元で受けた。走者安藤統が外側から、捕手野村の

背後を回り込む。野村は滑り込んできた安藤統にかぶさった。瞬間、耳を聾する大音声がピタッ、

と止まった。その静寂の中、主審の手が挙がった。アウト。一塁側で大歓声が爆発した。「強肩」伊

田は一世一代の大仕事をしたのだ。早大 0－0 慶大、(早大)安藤－野村、(慶大)角谷・清沢－大橋。

日没で決定戦再試合になった。今夜も徹夜だ。外苑の空き地で焚火を囲む連中に、警官が何か注意

している。 

＊   ＊   ＊ 

第 3 戦 11 月 12 日(土) 今日も快晴。開門は次第に早まって、午前 8 時半に。入り口で日の丸

を渡される。種切れの応援グッズの代用品だ。最前列から3列目に座る。今日も安藤が連投。球場

全体がどよめく。先攻は早大。慶大応援席に、応援史に残る大事件が起きた。スタンド最前列の指

揮台に上がった少女一人。純白のセーターとミニスカート。胸に三色の慶応カラーのマーク。バト

ン・トワラー第一号の誕生だ。回が進んで慶大の敗色が濃くなった。飛球に倒れた渡海が、一塁側

スタンドの前を虚ろな表情で、慶大ダッグアウトへ走り去った。9 回裏、慶大は 2 死。安藤が投げ

て、福岡が打った。2 塁ゴロを村瀬が捕って、1 塁に放った。ウｨニング・ボールを好田が受けた。

早大3－1慶大 (早大)安藤－野村、(慶大)角谷・清沢・三浦・丹羽－大橋。 

＊   ＊   ＊ 

 早慶 6 連戦の全観客数は約 39 万人。こんなに高揚した早慶戦人気は、もう起きないだろう。ち

なみにこの年、プロ野球の日本シリーズを制した大洋ホエールズの 1 シーズン全観客数が約 57 万

人だった。早大の勝因は安藤の超人的な健闘。6 戦までもつれた原因は、主戦金沢、4 番徳武、3

番村瀬の不調が大きい。慶大の敗因は、安藤を打ち崩せなかったことに尽きた。 
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2017.1.14 前⽥祐吉元監督追悼試合
写真12件 · Updated 約1時間前

▼昨⽇弊部グラウンドにて、2016年1⽉7⽇に逝去された前⽥祐吉元監督の追悼試合が⾏
われました。 ＜前⽥祐吉⽒略歴＞ 1930年9⽉22⽇⽣まれ。⾼知県出⾝。 城東中(現⾼知
追⼿前⾼)ではエースとして46年夏、47年春の甲⼦園に出場。 49年に慶⼤⼊学すると

リーグ優勝を3度経験。 社会⼈野球を経て1960年に監督に就任し同年秋には早慶6連戦を
指揮。65年に退任するまでに3度リーグ優勝を果たした。 82年に再び監督に就いてから
93年に退くまでには5度リーグ優勝。85年秋には57年ぶりの無敗優勝を達成した。 その
後は⽇本アマチュア野球連盟（現・全⽇本野球協会）の選⼿強化対策委員⻑を務め、ま
た、アジア野球連盟事務局⻑として⽇本野球の国際化に貢献。 2016年1⽉7⽇、85歳で

逝去。
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                             2020 年 1 月 15 日 

故･前田祐吉氏が高知県出身で初の野球殿堂入り 

慶大監督､アマ発展に尽力 

高知県出身で初の野球殿堂入りを果たした故前田祐吉氏            

（２０１５年３月、神奈川県川崎市の自宅） 

野球殿堂博物館は 14 日、今年の殿堂入りのメンバーを発

表した。アマチュア球界などが対象の特別表彰で、旧制城東

中学校（現追手前高校）で高知県勢として初めて全国中等学

校優勝野球大会（現全国高校野球選手権）に出場し、後に慶

応大学野球部監督を務めた故前田祐吉氏が選出された。高知

県出身者の殿堂入りは初めて。 

 

 前田氏は城東中でエースとして活躍。1946 年の全国中学大

会四国予選決勝で、高松中学を７―０の無安打無得点に抑え、

高知県初の全国大会出場を果たした。翌 1947 年の全国選抜

大会では準決勝進出の原動力となるなど、高知県高校野球の

草分け的存在だった。 

 東京六大学リーグの慶大、社会人野球を経て、1960 年に慶

大監督に就任。２度の監督生活（計 18 年間）で８度、リーグ

優勝に導いた。 

 特筆されるのは、1960 年秋のリーグ戦で早稲田大と演じた激しい優勝争い。両チームは同率首

位で並び、優勝決定戦は６戦目までもつれた。慶大は敗れたものの、熱戦は「早慶６連戦」として

後世に語り継がれている。当時の早大監督、故石井連蔵氏も今回の特別表彰で殿堂入りした。 

 日米大学野球では、全日本選抜監督として指揮も執るなど大学球界をリード。大学以外でも、

1996 年のアトランタ五輪時、全日本アマチュア野球連盟の選手強化対策委員長を務めたほか、ア

ジア野球連盟事務局長なども歴任し、国内外のアマチュア野球の発展に尽力。2016 年 1 月に 85

歳で死去した。 

 前田、石井両氏のほか、競技者表彰のエキスパート表彰として、阪神、西武で通算 474 本塁打

を放った田淵幸一氏（73）が選ばれた。 

 

“前田野球”進取の気概 殿堂入り 自主性尊重 米遠征も 
 高知県出身で初めて、野球殿堂入りした故前田祐吉さん。旧制城東中（現追手前高校）のエース

として、高知県初の全国大会出場を果たし、慶応大学でも監督として数々の名勝負を繰り広げた。

戦後発展を遂げた本県野球界のパイオニアであり、アマチュア球界の中心人物でもあった前田さ

んは、常に野球へ深い愛情を注いだ人生だった。 

 1945 年 8 月、終戦直後。当時 14 歳の前田さんの心は躍った。「言いようのない空虚な気持ちの

底に、ただ一つ明るいものの兆しがあった。それは『これで野球ができるようになるかもしれない』

というかすかな期待であった」（前田さん著「野球と私」より）。投手として白球を握った前田さん

はカーブを習得。野球ができる喜びを原動力に、県予選、四国予選を突破し、全国大会出場を果た

https://www.kochinews.co.jp/
https://www.kochinews.co.jp/image/article/650x488/337/5e0b837c0a4ed4f062a68f4ca02fd8c8.jpg


した。 

東京六大学リーグの慶大でも活躍。卒業後、29 歳で監督

を任された。就任１年目、1960 年の秋季リーグは、早慶戦

が優勝を決める戦いになった。３回戦で勝ち点を落とした慶

大は、勝ち点と勝率が早大と並んだ。４、５試合目は勝機は

あったものの、いずれも日没引き分け。６試合目に１―３で

敗れ、熱戦に終止符が打たれた。 

 神宮球場には連日、6 万人の観客が詰めかけ、テレビも各

局が生放送。早大の故石井連蔵監督も 28 歳と若く、「青年監

督対決」としても注目された。サヨナラ勝ちの決定機を逃す

など「早慶６連戦」は悔しい結果になったが、前田さんは「責

任は監督一人にあることは言うまでもない」（「野球と私」）

と選手を責めることはなかった。 

 常に進取の気概にあふれていた。最初の監督時代にはハワ

イ遠征を実現。２度目の監督時代にも 1983 年から米国本土

に遠征し、投手陣に現地コーチからツーシームボールを学ば

せるなど、時代を先取りしていた。 

 前田さんの次男で、慶大野球部員だった大介さんは「天才的なひらめきやカリスマ性はなかった

が、独創的な視点で選手の成長を促す指導力があったと思う」と笑顔を見せた。 

 指導の基本は、選手の自主性を重んじる「エンジョイ・ベースボール」。前田さんが２度目の監

督時に主将だった現 JX‐ENEOS の大久保秀昭監督は「当時当たり前のようにあった『監督に絶

対服従』の人ではなかった。見ていて面白いと思える野球を、との発想があり、野球が注目される

ためには何をするか、と考える人だった」と回顧した。 

 慶大監督を退いた後、1993 年からは全日本チームにも関わった。日本代表の海外遠征で、何度

か一緒になった高知高校出身の十河章浩さん（現日本生命監督）は「遠征先では『宿舎にとどまる

のではなく、外に出て見聞を広めるように』と、選手を束縛しない考え方で自分たちには新鮮でし

た」と懐かしがった。 

 1997年にはアジア野球連盟の事務局長に就任し、野球が盛んではない国々への普及にも励んだ。

インドネシアやタイなどで大会運営に携わり、モンゴルではコーチ役も買って出た。 

 「私に残された時間は決して長くはないと思うが、お世話になった野球界のため、少しでもお役

に立ちたい」（「野球と私」）。2010 年には 10 回目を迎えた追手前、小津、高知西高校の県立３校

ＯＢ対抗戦の始球式に出席。故郷とともに、世界の球界に目を向けたレジェンドだった。 

（吉川博之、谷川剛章） 

写真＝２度目の監督時代、打撃練習を見守る前田祐吉さん（１９８３年、慶大日吉グラウンド） 

 

前田祐吉（まえだ・ゆうきち）氏の略歴 

旧制城東中学校（現追手前高校）時代の 1946 年、高知県勢として初めて、現在の全国高校

野球選手権にエースとして出場。1947 年の全国選抜大会では準決勝に進出した。慶大在学中

は投手、外野手として活躍し、東京六大学リーグで３度優勝。社会人野球の日本麦酒（現サッ

ポロビール）では選手で４度、監督で１度、都市対抗野球に出場。1960～65 年、1982～93 年

の２度、慶大野球部監督を務め、８度リーグを制した。全日本大学選手権では 1963、1987 年

に日本一。大学野球のみならず、国内外でアマ野球の発展に尽力した。2009 年、「高知県スポ

ーツの殿堂」入り。2016 年 1 月 7 日、85 歳で死去。高知市出身。 
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早慶6連戦で5試合を完投した早⼤の安藤元博

早慶6連戦から60年 564球を投げたエースのその後

  東京六⼤学野球 の秋季リーグは7、8
⽇、優勝をかけた 早慶戦 が開催される。
1960年秋にあった伝説の「早慶6連戦」か
ら、ちょうど60年。「60年安保」で揺
れ、 東京五輪 を4年後に控えた⽇本で、ど
んなドラマが⽣まれたのか。95年4⽉に朝
⽇新聞紙上で安藤嘉浩（現・編集委員）が
連載した記事をリニューアルしてお届けし
ます。（敬称略）

     ◇

 60年秋、ひとつのドラマが 神宮球場 で
⽣まれた。 東京六⼤学野球 の優勝をかけ
た「早慶6連戦」。「何が私を連⽇、マウ
ンドに向かわせたのかは分からない。『負
けてたまるか』。ただ、それだけだっ
た」。1週間で5試合を投げ抜いた安藤元博

は、35年がたった95年にそう語っていた――。

 「伝説の投⼿」安藤には当時、「ニュース屋」という愛称があった。⾃分の部屋でいつ
もラジオを聞き、新聞をくまなく読んでいたからだという。

 11⽉6⽇、東京・⼾塚にある早⼤野球部安部寮（現在は ⻄東京市 東伏⾒）。午前6時
過ぎに⽬覚めた安藤は、いつものように1階の応接間で朝刊に⽬を通した。この⽇から、
⾃分が歴史に残る快投を演じることになるとは、もちろん、思いもしなかった。

 1⾯には、⼤⾒出しが躍っていた。「総選挙の⽴候補締め切る」。左下には「 安保闘
争 などで対⽴」。時代は揺れていた。

 この年1⽉、 岸信介 内閣が調印した ⽇⽶安保条約 改定をめぐり、⽇ごとに反対運動が
激化した。6⽉15⽇には、 全学連 主流派が国会に突⼊し、⼥⼦東⼤⽣が死亡。学⽣や労
組員などが連⽇国会を取り巻き、18⽇には33万⼈に膨れ上がった。

 混乱の中、19⽇に新安保条約は⾃然承認された。それでも、運動の余震は続いてい
た。

 早⼤の構内にも「安保反対」の⽴て看板が並び、授業はたびたび中⽌になった。

 松井盈と⻄川昌衛はいつも、看板に埋もれながら新聞を売っていた。2⼈は前年、運動
部の活躍を学⽣に伝えるために「早稲⽥スポーツ」という新聞を創刊。「 イデオロギー
の問題にしてもスポーツにしても、学内には⾃由な雰囲気があふれていた」。そう振り返
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る⻄川は、野球部を担当していた。 東京六⼤学野球 は当時、⽇本スポーツ界のまさに
「華」だった。

 この年の秋季リーグは第7週を終え、慶⼤が8勝2敗、勝ち点4で⾸位。早⼤が7勝3敗、
勝ち点3で追い、最後の 早慶戦 に優勝をかけることになった。慶⼤が勝ち点をあげれば
完全優勝 。早⼤は連勝すれば逆転優勝、2勝1敗なら優勝決定戦になる。

 天下分け⽬の決戦とあって、初⽇から6万5千⼈をのみ込んだ 神宮球場 は、試合開始前
から異様な雰囲気に包まれた。

 午後1時32分、宇野秀幸球審の右⼿が⾼々と上がって、「早慶6連戦」が始まった。

 慶⼤監督の前⽥祐吉は1回戦のマウンドに、4⼈いる3年⽣投⼿の中から左腕・清沢忠彦
を送った。

 清沢は岐⾩商⾼時代に4回、 甲⼦園 に出場。2年⽣だった56年は春、夏とも準優勝投
⼿になっている。夏の2回戦では 早稲⽥実 ⾼の1年⽣投⼿・ 王貞治 に投げ勝った。その
時、 早稲⽥実 の4番だった徳武定之が、今度は早⼤の主将を務めている。

 岐⾩商で清沢のチームメートだった村瀬栄治と所正美も、早⼤の先発メンバーに名を連
ねる。その⼀⽅、57年夏の2回戦で清沢に完封負けした⼟浦⼀⾼の安藤統夫は慶⼤にい
る。

 清沢が⾔う。「プロからも誘われたが、六⼤学に進む道しか考えられなかった」。清沢
が⼊学した58年、 ⻑嶋茂雄 が⽴⼤から巨⼈に⼊団。プロ野球は国⺠の⼀⼤娯楽への道を
歩み始めた。それでも、⽇本野球界の「華」は、まだ六⼤学だった。

ここから続き
  早慶戦 が初めて⾏われたのは1903（明治36）年11⽉21⽇。25（⼤正14）年秋には
六⼤学リーグ が結成された。戦後も、プロより早く球⾳を復活させる。45年11⽉18
⽇、 神宮球場 の全 早慶戦 。「試合が終わっても、4万5千⼈の観衆がなかなか帰ろうと
しない。薄暗い球場に、たばこの⽕が、まるでホタルのようにともっていた」。早⼤のマ
ネジャーだった相⽥暢⼀は⾔う。

 その後も六⼤学野球はプロ野球をしのぐ⼈気を集め、昭和30年前後に全盛期を迎え
る。清沢をはじめ 甲⼦園 球児の⼤半は神宮での晴れ姿を夢⾒ていた。

 早⼤の先発・安藤も 坂出商 ⾼時代の57年夏に 甲⼦園 に出場。北四国⼤会⾹川予選か
ら 甲⼦園 2回戦まで59回連続無失点という快記録を打ち⽴てている。静岡国体で対戦し
たこともある清沢と安藤が、今度は六⼤学の優勝をかけて神宮で投げ合う。

 五回に突然、清沢の制球が乱れる。2死⼀塁。伊⽥保⽣に3ボールとしたところで、前
⽥監督は⾓⾕隆を投⼊した。だが、⾓⾕は結局、伊⽥を歩かせ、末次義久に⼆塁打を打た
れる。

 早⼤は七回にも1点を加点。安藤が慶⼤の反撃を1点にしのぎ、優勝に逆王⼿をかけ
た。

 安藤はこの試合、9回を完投し、104球を投げた。

 ▽1回戦（11⽉6⽇）

早⼤000010100=2

慶⼤000000001=1

 【早】安藤【慶】清沢、⾓⾕、丹⽻

 翌7⽇の2回戦は慶⼤が4―1で雪辱した。しかし、早⼤も8⽇の3回戦で安藤が慶⼤を完
封。両校が9勝4敗、勝ち点4で並び、21年ぶりに早慶による優勝決定戦を9⽇に⾏うこと
になった。
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 ▽2回戦（11⽉7⽇）

慶⼤120000001=4

早⼤001000000=1

 【慶】三浦、⾓⾕【早】⾦沢

 3回戦では、⼀つの「事件」が起きた。九回、早⼤の徳武が本塁に突⼊した際、猛スラ
イディングで⼤橋勲捕⼿をふっ⾶ばした。その裏、徳武が三塁の守備につくと、三塁側慶
⼤応援席から、ミカンや空き⽸が投げつけられたのだ。

 六⼤学では33年の 早慶戦 で、早⼤応援席から投げ⼊れられたリンゴが契機で暴動が起
きている。「第⼆のリンゴ事件」か。球場内は騒然となった。

 「ミカンが投げ込まれています。⼤変なことになりました」。NHKラジオの実況をし
ていた川原恵輔アナウンサーは、この場⾯を鮮明に覚えている。川原は後に、この出来事
を「ミカン事件」と名付けた。

 その時、慶⼤・前⽥監督が、⾃ら三塁コーチに⽴った。「怒りをそのまま攻撃につなげ
たい。試合が中断しては困る」。前⽥の機転で惨事は免れた。

 慶⼤応援席には付属⼩学校の児童たちがいた。「あの⼦らにやじられたのが⼀番こたえ
たよ」。徳武は苦笑いで振り返る。

 明けて9⽇。肌寒い天気にもかかわらず、 神宮球場 には、前⽇の3回戦からそのまま並
ぶ学⽣も多かった。

 地下鉄 外苑前駅 近くの喫茶店「川志満」は、この 早慶戦 中に⽊製の看板を盗まれ
た。「徹夜した学⽣がたき⽕に使ったんでしょうね。おやじが『また明⽇も試合するの
か』と悲鳴をあげていたのを覚えている」と店⻑の川島郁夫。

 当時、 早慶戦 の⽇は朝6時から店を開けた。6連戦の時は球場に⼊れない⼈が、テレビ
を求めて店の前に鈴なりになった。NHKと⺠放テレビ全4局が 早慶戦 の⼤半を⽣中継し
ていた。

 前年の 皇太⼦ ご成婚ブームで国内はテレビ時代に突⼊し、8⽉には受信契約数が500
万台を超えた。7⽉に発売されたカラーテレビは17インチで42万円。⼤卒 国家公務員 の
初任給は1万800円だった。

 外苑前の交差点にあるてんぷらの「磯美家」は球場記者席への出前で⼤忙しだった。
「すごい歓声がここまで聞こえたよ」と店⻑の⾼津美⼦。

 店の前には、都電が⾛っていた。⻘⼭通りが 東京五輪 に向け現在の道幅に拡張される
のは、その後のことだ。この6連戦中、⽂部省に五輪準備室が設⽴されている。

 ▽3回戦（11⽉8⽇）

早⼤100000011=3

慶⼤000000000=0

 【早】安藤【慶】清沢、丹⽻

 9⽇、早慶による優勝決定戦は、0―1とリードされた早⼤が九回に追いつき、そのまま
延⻑⼗⼀回、⽇没引き分けになった。優勝決定戦が 再試合 に持ち込まれたのは、六⼤学
史上初めてである。

 ▽優勝決定戦（11⽉9⽇）

早⼤00000000100=1
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慶⼤01000000000=1

   （延⻑11回⽇没引き分け）

 【早】安藤【慶】⾓⾕

 翌々⽇の11⽇。 再試合 は、またも延⻑に⼊っていた。

 ⼗⼀回裏、慶⼤が無死満塁の好機を作る。10⽇は球場の都合で休んだが、早⼤の先
発・安藤は6⽇間で4試合⽬の登板になる。ここまで39回を投げ、さすがに球威は落ちて
いた。

 この場⾯で早⼤の⽯井連蔵監督は、肩が弱いレフトの伊⽥と、ライトの強肩・鈴⽊勝夫
の守備位置を⼊れ替えた。慶⼤の三塁⾛者は俊⾜の安藤統、打者は左に引っ張ることが多
い強打者・渡海昇⼆だった。

 「安藤（元）に悔いを残させたくない」と捕⼿の野村徹は思った。「真っすぐでいこ
う」。安藤もうなずいた。「⼀応、サインを出すから、適当に⾸を振れよ」

 安藤は初球から、野村の⾔葉に従った。「1球⽬から⾸を振るなよ」。野村は思わず、
マスクの奥で苦笑いした。「いま考えると、あれで渡海に迷いが出て振り遅れたのかもし
れない」

 渡海は三塁⾛者に、「外野フライを打つから、突っ込め」と⾔ってあった。「これで、
勝った」。打った時は思った。

 伊⽥はライトフライが⾶んできた時、「背筋が寒くなった」という。「あとは無我夢
中。勢いをつけて思い切り投げた」

 三塁⾛者の安藤統がスタートを切る。早⼤の選⼿は「もう、だめだ」と思った。ところ
が、伊⽥からの送球がノーバウンドで野村に返ってきた。タッチアウト。「奇跡の好返
球」で、早⼤が最⼤のピンチをしのいだ。

 「あの状況でも、まったく負ける気はしなかった。無の境地で投げた1球だった」とい
う安藤元は続くピンチも切り抜けた。⼣やみが迫る。延⻑⼗⼀回で、またも⽇没引き分け
となった。

 「照明灯がなかった。それが6連戦を⽣んだ」。早⼤の監督だった⽯井は⾔う。 神宮球
場 は前年暮れ、照明設置の計画を発表、6連戦の時には⼯事を終えている予定だった。こ
れに対し、 六⼤学野球連盟 が「プロに球場を貸すことになる」と反発、照明設置は⽩紙
に戻った。

  神宮球場 にナイター設備がつき、プロ野球の使⽤が始まるのは、2年後の62年にな
る。

 ▽優勝決定戦（11⽉11⽇）

早⼤00000000000=0

慶⼤00000000000=0

   （延⻑11回⽇没引き分け）

 【早】安藤【慶】⾓⾕、清沢

 安藤元は 再試合 がまた引き分けで終わった夜、早⼤野球部安部寮の近くを、ぶらぶら
と歩いていた。⼾⼭ハイツからグラウンドそばの⽢泉園へ。何かを考えるわけではない。
気分転換に毎晩、散歩を続けていた。

 6⽇間で40回を投げ、投球数は464球に達していた。
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 中学で野球を始めた時は内野⼿だった。⾹川の 坂出商 ⾼に進んでから、地肩の強さを
買われて投⼿に転向。早⼤⼊学後に、横⼿投げから下⼿投げに変えた。

 「⾛って鍛えなさい、投げて覚えなさい」。⽯井監督の教えはそんな感じだった。グラ
ウンドを50周でも⾛ったし、連⽇、300球投げ込んだから、「体⼒だけは⾃信があっ
た」。

 ところが、2週間前の 明⼤ 4回戦は1回で6失点。「投球練習はしなくていい。⾛
れ」。⽯井監督に⾔われた時は「 早慶戦 では投げられない」と思った。

 「だから、あの時の安藤は投げられる喜びでいっぱいだった」と捕⼿の野村は⾔う。

 早慶による優勝決定戦が再々試合となった12⽇。「安藤」の名前がアナウンスされる
と、 神宮球場 にどよめきが起こった。

 元気に投球練習をする安藤を⾒て、慶⼤の選⼿は何を思ったか。試合後、「なぜ安藤を
打てなかったのか」と先輩に聞かれた⼀⼈がこう話したという。

 「嫌いなものを毎⽇、⾷卓に出された気分です。しまいには、吐き気がしました」

  早慶戦 の試合前に放たれるハトもさすがに疲れ果て、この⽇は⾵船が⾶ばされた。ブ
ラスバンド部の管楽器担当者は「⼝が痛い」と嘆いた。それなのに、安藤は元気に投げ続
けた。

 早⼤は、主将の徳武の3安打などで3―1とリードを奪った。徳武は前夜、⽯井監督から
「球団を決めろ」と⾔われ、プロ野球の国鉄 スワローズ （現ヤクルト）⼊りを決意し
た。11球団から誘われ悩んでいた主砲が、最後に爆発した。

 最終回。2死をとった安藤は、6連戦通算564球⽬を内⾓に投げ込んだ。⼆塁ゴロ。つ
いに、決着がついた。

 「安藤だ、安藤だ」。⽯井監督を 胴上げ した後、徳武が叫んだ。「ぼくは、あまり感
情を表に出さない⽅だけど、あの時だけは万歳していたね」。4年⽣を差し置いて宙に舞
った3年⽣投⼿は、そう振り返る。

 ▽優勝決定戦（11⽉12⽇）

早⼤020010000=3

慶⼤000010000=1

 【早】安藤【慶】⾓⾕、清沢、三浦、丹⽻

 60年秋の早慶6連戦で5試合を投げ抜いた安藤は62年にプロ野球の東映フライヤーズ
（現 ⽇本ハム ）に⼊団し、いきなり13勝をあげた。だが、プロ⽣活はわずか4年で終え
る。「私にとって、プロ野球は付録のようなものだった。もう、燃え尽きていた」

 90年6⽉2⽇。6連戦当時の両校OB30⼈ほどが、 神宮球場 のネット裏に集まった。⽬
の前では、12年ぶりに優勝をかけた 東京六⼤学 春季リーグの 早慶戦 が⾏われていた。

 その中に安藤の姿もあった。「何とも⾔えない気持ちだったね。昔を思い出したよ」。
何⼈かは試合後、「夜の 早慶戦 」を⾏うため、渋⾕に繰り出した。

 早⼤監督には前々年から、⽯井が復帰していた。安藤や野村ら6連戦当時の教え⼦は、
何度か練習を⼿伝いに⾏った。

 慶⼤監督にも、82年から前⽥が再就任していた。2⼈が優勝をかけて戦うのは6連戦以
来となるが、またも軍配は⽯井・早⼤に上がった。

 その前⽥は93年限りで後藤寿彦にバトンを渡し、⽯井も94年を最後に勇退した。後任
には、佐藤清が就任。戦後50年がたち、初めて早慶両校に、戦後⽣まれの監督が並び⽴
った。
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 ⽯井は野球部から出た功労⾦600万円を「選⼿に飯でも⾷わせてやってくれ」と佐藤に
⼿渡した。

 「6連戦の後、安藤は『みんなのおかげだ』と⾔い、ほかの連中は『安藤だから勝て
た』と⾔った。私は『これが早稲⽥の野球だ』と思った。あの時の思いが、やめ⽅にもつ
ながった」

 早慶の主将だった徳武定祐（定之から改名）、渡海や、野村ら61年卒業組は毎年、ゴ
ルフ会を開いている。勝敗は、早慶それぞれの「ベスト9」のスコアで決める。同期会の
輪はいつからか、他の4⼤学にも広がった。

 安藤は95年当時、建設会社に勤めていた。94年秋、体をこわして⼊院した時には、当
時の仲間が次々と訪ねてきてくれた。「彼らとの親交は、いつまでも続くと思う。⼈⽣
で、最⼤の財産かな」

 思い出の 神宮球場 へは、しばらく⾏っていない。

 「何か、最近は ⾼校野球 とプロの間で埋もれているね。同好会みたいに感じられる時
もある。私たちのころは、その時、その時が、必死だったよ」

 「伝説の投⼿」は96年6⽉、56歳の若さで他界した。6連戦でバッテリーを組んだ野村
は悲報に接し、「彼の重い球を受けた影響で、⼈さし指が今でもはれているんだ」と左⼿
をさすった。野村は2年後の98年11⽉、早⼤の監督に就任し、強い早⼤を復活させる。

 6連戦で指揮を執った早⼤の⽯井は2015年9⽉、慶⼤の前⽥は16年1⽉にそれぞれ死去
した。あれから60年がたった今年1⽉、2⼈はそろって 野球殿堂 ⼊りを果たした。

関連ニュース

ハンカチ王⼦も和⽥も三⽊
も Ｖかけた早慶戦の戦績
は︖

早慶の「捕⼿対決」に注⽬ 
⼤阪桐蔭出⾝の福井と岩本

「⽜タンがおいしい」4球団
競合の早⼤・早川は楽天へ 

外れ外れでも「1位とは」 
ヤクルト指名の慶⼤・⽊沢 

布団⼲し、ゆず聴いて寝る 
早⼤・早川隆久のルーティン

「エール」復活 時代を先取
り東京六⼤学の応援史

こんな特集も

PR情報

すべての⼈の「学び」を応援する、「寺⼦屋朝⽇」開校︕ (PR)

国公⽴⼤学を志望するならまずはここから (PR)

「男性シミ対策はニーズない」くつがえした⼩林製薬 (PR)

次に訪れる⽇本の⾥はどこ︖ 選ばれた８つの⾥を発表 (PR)

あの、「⻑崎の⽣姜シロップ」を、モニター４０円で試すと…きゃー凄い︕

サッカー⽇本代表とオンラインイベントで語り合おう︕ 参加者募集中

ロスチャイルド家の名を冠した、 バロン・フィリップ社が⼿がける⾼品質の チリワイン「エス
クード・ロホ」シリーズ。 (アエラスタイルマガジン)
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