平成 25 年 4 月 30 日

2013 年夏、
「熱闘甲子園」のテーマ曲は、
コブクロが高校野球、球児のために
書き下ろし歌う「ダイヤモンド」に決定！
“2013ABC 夏の高校野球応援ソング”として、
95 回目の夏、「熱闘甲子園」を熱く盛り上げます！

球児の汗と涙、ひと夏の青春にこだまする「ダイヤモンド」
ABC・テレビ朝日系列がこの夏も全力でお送りする、第 95 回全国高校野球選
手権記念大会。この夏を熱く盛り上げる “2013 ABC 夏の高校野球応援ソング”
は、コブクロ（小渕健太郎、黒田俊介）が書き下ろし歌う「ダイヤモンド」に
決定しました。
レギュラー放送 33 年目を迎える「熱闘甲子園」をはじめ、大会期間中連日朝
から夕方まで放送の「ABC 高校野球中継」、そして甲子園出場までの全都道府県
勝ちあがりを紹介する「速報！甲子園への道」
、その他関連番組で使用し、2013
年の夏、球児たち 95 回目の夏を、コブクロのお二人が奏でるメロディーと歌声
と共に熱く盛り上げます。

球児へのメッセージ、そして全ての人に送る応援ソング
昨年第 94 回に母校・宮崎県立宮崎工業高等学校が見事甲子園出場を果たした
小渕健太郎氏。また幼少の頃より野球に慣れ親しんだ黒田俊介氏。それぞれの
野球への想いも込め、95 回目の夏を彩るに素晴らしい楽曲が完成しました。
甲子園出場を目指し、また仲間、チームメートと１日でも長く野球がしたい
という思いで日々努力を重ねる球児たちの背中を押す応援ソングとなると共に、
関わる周囲の人々、そしてどんな人にも挫折や苦しみがあり、そこに勇気を与
えてくれることは間違いありません。

【コブクロ（小渕健太郎・黒田俊介）からのメッセージ】
今回、甲子園をイメージして楽曲を書き下ろしました。
高校野球の様々なシーンには、これまで幾度となく感動をもらいました。
学業の傍、夢の舞台「甲子園球場」への道のりに日々、汗を流し、時には流れる涙を隠
しながら頑張る球児の姿は、まるで、ダイヤモンドの原石のようだと感じました。
ダイヤモンドは、傷つかないと光を集めません。同じく彼等も、何度も躓いて転んで
様々な傷あとを作りながら、夢を追いかけ、その姿が、輝きを増してゆきます。
そして、ホームから一塁、二塁、三塁と一周する軌道の名も、偶然、ダイヤモンド。
2013 年の夏も、様々な球児の姿が、見る人に夢と思い出を与える事でしょう。
そんな皆さんの応援歌になれば良いなと思います。

＊＊＊コブクロメッセージ動画はコチラ
→→→ http://youtu.be/b_RQbRaKZL8
直筆メッセージ

【プロデューサー

塩浜昭男（ＡＢＣ）コメント】

♪涙を拭った袖口隠しながら…

（ダイヤモンド歌詞より）

目立つことはないが、そこにギュッと詰まった思い―
まさにコブクロの世界観です。繊細な描写とその奥にある想いに触れ、彼らの歌には
いつも胸を熱くさせられます。
「熱闘甲子園」をはじめ、我々が制作する高校野球の番組も、そんな青春の全てを
かけて真剣に戦う球児たちの“一瞬一瞬”を大切にしています。
数々の名曲を生み出し、日本を代表するアーティストとなったコブクロ、その原点は
路上ライブ。きっと夢を信じて努力と葛藤に生きる高校球児たちの背中を押してくれる
に違いない、そんな思いで応援ソングを依頼しました。
この歌が、今年の夏と共に球児たちの心に刻まれ、一生のダイヤモンドになれば！と
願います。

【“2013 ABC 夏の高校野球応援ソング”
コブクロ「ダイヤモンド」使用予定番組】
・ 7 月 23 日（火） ～31 日（水） （予定）
「速報！甲子園への道」（ABC・テレビ朝日系列放送）

オープニング曲

・ 8 月 8 日（木） ～ 22 日（木）
（予定）
「ABC 高校野球中継」（ABC ローカル） 各試合オープニング曲
・ 8 月 8 日（木） ～ 22 日（木）
（予定）
「熱闘甲子園」（ABC・テレビ朝日系列全国ネット）

テーマ曲

そのほか、高校野球関連番組 CM 、ABC 高校野球関連番組などで使用します。

【「ダイヤモンド」発売情報について】
5 月 11 日（土）21 時より着うた®レコチョク独占先行で配信スタート！
期間限定で「小渕健太郎デザイン・イラスト待受画像」プレゼント
特典期間：5 月 11 日（土）21 時～5 月 14 日（火）23 時 59 分
http://recochoku.com/w0/kobukuro/

【コブクロ

プロフィール・近況】

小渕健太郎は 1977 年３月 13 日生まれ。宮崎県出身。黒田俊介は 1977 年３月 18 日生
まれ。大阪府出身。共にそれぞれ単独でストリート・ライブをやっていた二人は、1998
年 9 月に「コブクロ」を結成。インディーズ時代から幅広い世代の支持を集め、2001
年３月、ワーナーミュージック・ジャパンより「YELL～エール～／Bell」でメジャーデ
ビュー。2005 年 5 月、日本テレビ系ドラマ「瑠璃の島」の主題歌として発売された「こ
こにしか咲かない花」
、同年 11 月に発売した「桜」が共に大ヒットを記録。同年 12 月
発売のアルバム「NAMELESS WORLD」はオリコン初登場１位、100 万枚突破を記録。
年末の NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たした。2006 年 9 月には初のベスト・アルバム
「ALL SINGLES BEST」をリリースし、オリコン 4 週連続 1 位を獲得。2007 年 3 月には
つぼみ

フジテレビ系ドラマ「東京タワー ～オカンとボクと、時々、オトン～」の主題歌「蕾 」
つぼみ

がリリースされた。12 月には「蕾 」「君という名の翼」「蒼く 優しく」、映画「銀色の
シーズン」主題歌、
「WHITE DAYS」を含む 6 枚目のオリジナル・アルバム「5296」を
つぼみ

リリース。
「 蕾 」が第 49 回日本レコード大賞を受賞。翌年 3～6 月には、14 都市 33 公
演に渡る全国ツアー「KOBUKURO LIVE TOUR '08 “5296”
」(27 万人動員)を大成功の
うちに終了。2010 年、初のカバーアルバム「ALL COVERS BEST」を 40 万枚限定で販
売し、即完。初のスタジアムライブ『「KOBUKURO STADIUM LIVE2010』を大阪の長居
競技場、東京味の素スタジアム、宮崎の生目の杜（いきめのもり）運動公多目的グラウ
ンドで実施し、22 万人を動員。11 月 17 日（水）にフジテレビドラマ『流れ星』主題歌
のシングル「流星」発売。5 年ぶりとなる学園祭も行なう。また、新曲「Blue Bird」が、

アニメ「バクマン。
」のオープニングテーマに。シングル「あの太陽が、この世界を照
らし続けるように。
」は、映画『岳-ガク-』主題歌。2011 年 8 月末に休養を発表。2012
年 7 月に復活宣言し、9 月 5 日（水）に「ALL SINGLES BEST 2」をリリースし 100 万
枚を突破。9 月 9 日（日）には、大阪の万博公園にて 5 万人を動員してフリーライブを
実施。11 月 28 日（水）に 22 枚目のシングル「紙飛行機」をリリース。2013 年 5 月 11
日より、2 年ぶりのツアー「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 One Song From Two Hearts
supported by glico 」。7 月 20 日、21 日には、初のドーム公演となる京セラドーム大阪
でのライブを予定。

【「ABC 夏の高校野球応援ソング」楽曲一覧】
年度

アーティスト

タイトル

2003 年

藤井フミヤ

ＳＵＭＭＥＲ ＢＯＹ

2004 年

ＺＯＮＥ

glory colors～風のトビラ～

2005 年

スガシカオ

奇跡

2006 年

スキマスイッチ

スフィアの羽根

2007 年

ウルフルズ

両方 For You

2008 年

福耳

夏はこれからだ！

2009 年

秦基博

Halation

2010 年

FUNKY MONKEY BABYS

あとひとつ

2011 年

川上ジュリア

ずっとここから

2012 年

GReeeeN

pride

2013 年

コブクロ

ダイヤモンド

