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2010 年3 月1 日 

赤星憲広氏がナビゲーターに挑戦！ 

「みんなの甲子園（毎日放送 制作）」を 

センバツ期間中放送 
 

株式会社GAORA（本社：大阪市北区、代表取締役社長：西 幸夫）が運営する、CSスポーツチャンネル

GAORA（以下GAORA）は、昨年引退した元阪神タイガースの赤星憲広氏がナビゲーターに初挑戦する

「みんなの甲子園」を3月20日（土）から放送します。 

 

3 月21 日（日）に第82 回選抜高等学校野球大会が開幕します。

今年も全試合を生中継中心に放送する GAORA では、サイドスト

ーリーをお伝えする「みんなの甲子園（毎日放送 制作・放送）」を

開幕前日の 3 月 20 日（土）から 4 月 5 日（月）まで放送します。今

回は元阪神タイガースの赤星憲広氏がナビゲーターに初挑戦す

ることで注目を集めています。高校時代 2 度センバツに出場し、さ

らにプロでも甲子園で大活躍した赤星氏が、何を感じどう語るの

か。試合のハイライトや選手たちの素顔と共に、赤星氏の生の声

を GAORA の放送でお楽しみください。 
    

赤星憲広氏赤星憲広氏赤星憲広氏赤星憲広氏    

    

■ 番組名番組名番組名番組名        みんなのみんなのみんなのみんなの甲子園甲子園甲子園甲子園        

■ 放送日程放送日程放送日程放送日程    

話数話数話数話数    サブタイトルサブタイトルサブタイトルサブタイトル    放送日放送日放送日放送日    放送時間放送時間放送時間放送時間    

        ～～～～Another StoryAnother StoryAnother StoryAnother Story～～～～    3333 月月月月 20202020 日日日日 ( ( ( (土土土土))))    21:0021:0021:0021:00～～～～22:3022:3022:3022:30    

1111            3333 月月月月 22222222 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

2222            3333 月月月月 23232323 日日日日 ( ( ( (火火火火))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

3333            3333 月月月月 24242424 日日日日 ( ( ( (水水水水))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

4444            3333 月月月月 25252525 日日日日 ( ( ( (木木木木))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

5555            3333 月月月月 26262626 日日日日 ( ( ( (金金金金))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

6666            3333 月月月月 27272727 日日日日 ( ( ( (土土土土))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

7777            3333 月月月月 28282828 日日日日 ( ( ( (日日日日))))    8:288:288:288:28～～～～8:558:558:558:55    

8888            3333 月月月月 29292929 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    10:2810:2810:2810:28～～～～10:5510:5510:5510:55    

9999            3333 月月月月 30303030 日日日日 ( ( ( (火火火火))))    10:2810:2810:2810:28～～～～10:5510:5510:5510:55    

10101010            3333 月月月月 31313131 日日日日 ( ( ( (水水水水))))    10:2810:2810:2810:28～～～～10:5510:5510:5510:55    

11111111            4444 月月月月 1111 日日日日 ( ( ( (木木木木))))    11:3011:3011:3011:30～～～～12:0012:0012:0012:00    

        最終回最終回最終回最終回    4444 月月月月 5555 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    18:0018:0018:0018:00～～～～18:3018:3018:3018:30    

※第82 回選抜高等学校野球大会が雨天順延の際、放送内容が変わる場合があります。 

詳しくは GAORA ホームページなどでご確認ください。    

    

※GAORA はスカパー！全国のケーブルテレビ局（一部の局を除く）またはブロードバンドなどでご覧になれます。 
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<<<<補足補足補足補足資料資料資料資料>>>>                

■ 第第第第 82828282 回選抜高等学校野球大会回選抜高等学校野球大会回選抜高等学校野球大会回選抜高等学校野球大会    放送日程放送日程放送日程放送日程    

サブタイトルサブタイトルサブタイトルサブタイトル    放送日放送日放送日放送日    放送時間放送時間放送時間放送時間    

＜＜＜＜第第第第 1111 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽開会式開会式開会式開会式 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 10:2010:2010:2010:20    3333 月月月月 21212121 日日日日 ( ( ( (日日日日))))    8:558:558:558:55～～～～12:4512:4512:4512:45【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 1111 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合    3333 月月月月 21212121 日日日日 ( ( ( (日日日日))))    17:0017:0017:0017:00～～～～22:0022:0022:0022:00    

＜＜＜＜第第第第 2222 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30    3333 月月月月 22222222 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    8:558:558:558:55～～～～12:4512:4512:4512:45【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 2222 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合    3333 月月月月 22222222 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    17:0017:0017:0017:00～～～～21:0021:0021:0021:00    

＜＜＜＜第第第第 3333 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 23232323 日日日日 ( ( ( (火火火火))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 4444 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 24242424 日日日日 ( ( ( (水水水水))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 5555 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 25252525 日日日日 ( ( ( (木木木木))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 6666 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 26262626 日日日日 ( ( ( (金金金金))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 7777 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 27272727 日日日日 ( ( ( (土土土土))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 8888 日日日日＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 9:009:009:009:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 11:3011:3011:3011:30▽▽▽▽第第第第 3333 試合試合試合試合 14:0014:0014:0014:00    3333 月月月月 28282828 日日日日 ( ( ( (日日日日))))    8:558:558:558:55～～～～17:0017:0017:0017:00【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 9999 日日日日    準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 11:0011:0011:0011:00▽▽▽▽第第第第 2222 試試試試合合合合 13:3013:3013:3013:30    3333 月月月月 29292929 日日日日 ( ( ( (月月月月))))    10:5510:5510:5510:55～～～～16:3016:3016:3016:30【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 10101010 日日日日    準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 11:0011:0011:0011:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 13:3013:3013:3013:30    3333 月月月月 30303030 日日日日 ( ( ( (火火火火))))    10:5510:5510:5510:55～～～～16:1516:1516:1516:15【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 11111111 日日日日    準決勝準決勝準決勝準決勝＞＞＞＞▽▽▽▽第第第第 1111 試合試合試合試合 11:0011:0011:0011:00▽▽▽▽第第第第 2222 試合試合試合試合 13:3013:3013:3013:30    3333 月月月月 31313131 日日日日 ( ( ( (水水水水))))    10:5510:5510:5510:55～～～～16:3016:3016:3016:30【【【【生生生生】】】】    

＜＜＜＜第第第第 12121212 日日日日    決勝決勝決勝決勝＞＞＞＞▽▽▽▽12:3012:3012:3012:30    4444 月月月月 1111 日日日日 ( ( ( (木木木木))))    12:0012:0012:0012:00～～～～16:0016:0016:0016:00【【【【生生生生】】】】    

    

    

■■■■    赤星憲広赤星憲広赤星憲広赤星憲広    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

生年月日生年月日生年月日生年月日    1976197619761976 年年年年 4444 月月月月 10101010 日日日日    

出身地出身地出身地出身地    愛知県刈谷市愛知県刈谷市愛知県刈谷市愛知県刈谷市    

経歴経歴経歴経歴    大府高校大府高校大府高校大府高校（（（（93939393・・・・94949494 年甲子園選抜大会年甲子園選抜大会年甲子園選抜大会年甲子園選抜大会にににに出場出場出場出場））））----亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学----JRJRJRJR 東日本東日本東日本東日本    

プロプロプロプロ入入入入りりりり    2000200020002000 年年年年ドラフトドラフトドラフトドラフト 4444 位位位位    

ポジションポジションポジションポジション    中堅手中堅手中堅手中堅手    

所属所属所属所属チームチームチームチーム    阪神阪神阪神阪神タイガースタイガースタイガースタイガース（（（（2001200120012001----2009200920092009））））    

主主主主ななななタイトルタイトルタイトルタイトル等等等等    

新人王新人王新人王新人王（（（（2001200120012001））））    

盗塁王盗塁王盗塁王盗塁王（（（（2001200120012001----2005200520052005））））    

ゴールデングラブゴールデングラブゴールデングラブゴールデングラブ賞賞賞賞（（（（2001200120012001、、、、2003200320032003、、、、2004200420042004、、、、2005200520052005、、、、2006200620062006、、、、2008200820082008））））    

ベストナインベストナインベストナインベストナイン（（（（2003200320032003、、、、2005200520052005））））    

通算通算通算通算 381381381381 盗塁盗塁盗塁盗塁（（（（阪神阪神阪神阪神タイガースタイガースタイガースタイガース球団記録球団記録球団記録球団記録））））    

    

    


