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パ・リーグ個人タイトル／1995年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .342 堀幸一 ロッテ .309
最多本塁打 小久保裕紀 ダイエー 28 ニール オリックス 27

最多打点
イチロー オリックス 80
初芝清 ロッテ 80
田中幸雄 日本ハム 80

最多盗塁 イチロー オリックス 49 村松有人 ダイエー 32
最高出塁率 イチロー オリックス .432 清原和博 西武 .392
最多安打 イチロー オリックス 179 ジャクソン 西武 146
最優秀防御率 伊良部秀輝 ロッテ 2.53 郭泰源 西武 2.54
最高勝率 平井正史 オリックス .750 グロス 日本ハム .552
最多勝利 グロス 日本ハム 16 平井正史 オリックス 15
最優秀救援 平井正史 オリックス 42 成本年秀 ロッテ 30
最多奪三振 伊良部秀輝 ロッテ 239 野田浩司 オリックス 208
最優秀選手 イチロー オリックス
最優秀新人 平井正史 オリックス

セ・リーグ個人タイトル／1995年
タイトル １位 ２位

首位打者 パウエル 中日 .355 ローズ 横浜 .315
最多本塁打 江藤智 広島 39 野村謙二郎 広島 32
最多打点 江藤智 広島 106 ローズ 横浜 97
最多盗塁 緒方孝市 広島 47 飯田哲也 ヤクルト 35
最高出塁率 オマリー ヤクルト .429 落合博満 巨人 .414
最多安打 野村謙二郎 広島 173 ローズ 横浜 155
最優秀防御率 ブロス ヤクルト 2.33 斎藤雅樹 巨人 2.70
最高勝率 石井一久 ヤクルト .765 ブロス ヤクルト .737
最多勝利 斎藤雅樹 巨人 18 山部太 ヤクルト 16
最優秀救援 佐々木主浩 横浜 39 高津臣吾 ヤクルト 29
最多奪三振 斎藤雅樹 巨人 187 チェコ 広島 166
最優秀選手 オマリー ヤクルト
最優秀新人 山内泰幸 広島
沢村賞 斎藤雅樹 巨人

パ・リーグ個人タイトル／1994年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .385 カズ山本 ダイエー .317
最多本塁打 ブライアント 近鉄 35 石井浩郎 近鉄 33
最多打点 石井浩郎 近鉄 111 ブライアント 近鉄 106
最多盗塁 佐々木誠 西武 37 イチロー オリックス 29
最高出塁率 イチロー オリックス .445 カズ山本 ダイエー .425
最多安打 イチロー オリックス 210 石井浩郎 近鉄 154
最優秀防御率 新谷博 西武 2.91 伊良部秀輝 ロッテ 3.04
最高勝率 郭泰源 西武 .722 伊良部秀輝 ロッテ .600
最多勝利 伊良部秀輝 ロッテ 15 郭泰源 西武 13
最優秀救援 赤堀元之 近鉄 33 金石昭人 日本ハム 24
最多奪三振 伊良部秀輝 ロッテ 239 野田浩司 オリックス 213
最優秀選手 イチロー オリックス
最優秀新人 渡辺秀一 ダイエー

セ・リーグ個人タイトル／1994年
タイトル １位 ２位

首位打者 パウエル 中日 .324 前田智徳 広島 .321
最多本塁打 大豊泰昭 中日 38 ブラッグス 横浜 35
最多打点 大豊泰昭 中日 107 ブラッグス 横浜 91
最多盗塁 野村謙二郎 広島 37 飯田哲也 ヤクルト 30
最高出塁率 オマリー 阪神 .429 江藤智 広島 .418
最多安打 野村謙二郎 広島 169 和田豊 阪神 165
最優秀防御率 郭源治 中日 2.45 桑田真澄 巨人 2.52
最高勝率 紀藤真琴 広島 .762 山本昌広 中日 .704
最多勝利 山本昌広 中日 19 紀藤真琴 広島 16
最優秀救援 高津臣吾 ヤクルト 27 古溝克之 阪神 25
最多奪三振 桑田真澄 巨人 185 斎藤隆 横浜 169
最優秀選手 桑田真澄 巨人
最優秀新人 藪恵市 阪神
沢村賞 山本昌広 中日

パ・リーグ個人タイトル／1993年
タイトル １位 ２位

首位打者 辻発彦 西武 .319 石井浩郎 近鉄 .309
最多本塁打 ブライアント 近鉄 42 ウインタース 日本ハム 35
最多打点 ブライアント 近鉄 107 ホール ロッテ 92
最多盗塁 大石大二郎 近鉄 31 白井一幸 日本ハム 27
最高出塁率 辻発彦 西武 .3951 山本和範 ダイエー .3949
最優秀防御率 工藤公康 西武 2.06 西崎幸広 日本ハム 2.2
最高勝率 工藤公康 西武 .833 野田浩司 オリックス .773

最多勝利 野茂英雄 近鉄 17
野田浩司 オリックス 17

最優秀救援 赤堀元之 近鉄 32 河本育之 ロッテ 23
最多奪三振 野茂英雄 近鉄 276 野田浩司 オリックス 209
最優秀選手 工藤公康 西武
最優秀新人 杉山賢人 西武

セ・リーグ個人タイトル／1993年
タイトル １位 ２位

首位打者 オマリー 阪神 .329 ローズ 横浜 .325
最多本塁打 江藤智 広島 34 ハウエル ヤクルト 28

最多打点 ローズ 横浜 94
広沢克己 ヤクルト 94

最多盗塁 石井琢朗 横浜 24
緒方耕一 巨人 24

最高出塁率 オマリー 阪神 .427 落合博満 中日 .423
最優秀防御率 山本昌広 中日 2.05 今中慎二 中日 2.20
最高勝率 山本昌広 中日 .773 伊東昭光 ヤクルト .765

最多勝利
今中慎二 中日 17
野村弘樹 横浜 17
山本昌広 中日 17

最優秀救援 石毛博史 巨人 36 高津臣吾 ヤクルト 26
最多奪三振 今中慎二 中日 247 槙原寛己 巨人 175
最優秀選手 古田敦也 ヤクルト
最優秀新人 伊藤智仁 ヤクルト
沢村賞 今中慎二 中日
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パ・リーグ個人タイトル／1996年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .356 片岡篤史 日本ハム .315
最多本塁打 ニール オリックス 32 清原和博 西武 31
最多打点 ニール オリックス 111 ローズ 近鉄 97
最多盗塁 村松有人 ダイエー 58 松井稼頭央 西武 50
最高出塁率 イチロー オリックス .422 片岡篤史 日本ハム .408
最多安打 イチロー オリックス 193 ローズ 近鉄 147
最優秀防御率 伊良部秀輝 ロッテ 2.402 ヒルマン ロッテ 2.404
最高勝率 星野伸之 オリックス .722 西崎幸広 日本ハム .667
最多勝利 グロス 日本ハム 17 西口文也 西武 16

最優秀救援 成本年秀 ロッテ 30
赤堀元之 近鉄 30

最優秀中継ぎ 島崎毅 日本ハム 16 野村貴仁 オリックス 15
最多奪三振 工藤公康 ダイエー 178 西口文也 西武 173
最優秀選手 イチロー オリックス
最優秀新人 金子誠 日本ハム

セ・リーグ個人タイトル／1996年
タイトル １位 ２位

首位打者 パウエル 中日 .340 辻発彦 ヤクルト .333
最多本塁打 山崎武司 中日 39 松井秀喜 巨人 38
最多打点 ロペス 広島 109 山崎武司 中日 107
最多盗塁 緒方孝市 広島 50 石井琢朗 横浜 45
最高出塁率 江藤智 広島 .431 辻発彦 ヤクルト .409
最多安打 パウエル 中日 176 立浪和義 中日 165
最優秀防御率 斎藤雅樹 巨人 2.36 ガルベス 巨人 3.05
最高勝率 斎藤雅樹 巨人 .8 ガルベス 巨人 .727

最多勝利 ガルベス 巨人 16
斎藤雅樹 巨人 16

最優秀救援 佐々木主浩 横浜 29 佐々岡真司 広島 28
最優秀中継ぎ 河野博文 巨人 12.45 山内泰幸 広島 11.2
最多奪三振 斎藤隆 横浜 206 斎藤雅樹 巨人 158
最優秀選手 松井秀喜 巨人
最優秀新人 仁志敏久 巨人
沢村賞 斎藤雅樹 巨人
最優秀中継ぎ：リリーフポイント

最優秀中継ぎ：ホールド

パ・リーグ個人タイトル／2000年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .387 オバンドー 日本ハム .332
最多本塁打 中村紀洋 近鉄 39 ウィルソン 日本ハム 37
最多打点 中村紀洋 近鉄 110 松中信彦 ダイエー 106
最多盗塁 小坂誠 ロッテ 33 松井稼頭央 西武 26
最高出塁率 イチロー オリックス .460 オバンドー 日本ハム .436
最多安打 小笠原道大 日本ハム 182 松井稼頭央 西武 177
最優秀防御率 戎信行 オリックス 3.27 小野晋吾 ロッテ 3.45
最高勝率 小野晋吾 ロッテ .722 松坂大輔 西武 .667
最多勝利 松坂大輔 西武 14 小野晋吾 ロッテ 13
最優秀救援 ペドラザ ダイエー 38 森慎二 西武 28
最優秀中継ぎ 藤田宗一 ロッテ 19 吉田修司 ダイエー 15
最多奪三振 松坂大輔 西武 144 黒木知宏 ロッテ 134
最優秀選手 松中信彦 ダイエー
最優秀新人 該当者なし

セ・リーグ個人タイトル／2000年
タイトル １位 ２位

首位打者 金城龍彦 横浜 .346 ローズ 横浜 .332
最多本塁打 松井秀喜 巨人 42 ペタジーニ ヤクルト 36
最多打点 松井秀喜 巨人 108 ローズ 横浜 97
最多盗塁 石井琢朗 横浜 35 金本知憲 広島 30
最高出塁率 松井秀喜 巨人 .438 ペタジーニ ヤクルト .432
最多安打 ローズ 横浜 168 仁志敏久 巨人 167
最優秀防御率 石井一久 ヤクルト 2.606 山本昌 中日 2.61
最高勝率 工藤公康 巨人 .706 三浦大輔 横浜 .647
最多勝利 バンチ 中日 14 メイ 巨人 12
最優秀救援 ギャラード 中日 36 高津臣吾 ヤクルト 29
最優秀中継ぎ 岩瀬仁紀 中日 26.2 森中聖雄 横浜 22.75
最多奪三振 石井一久 ヤクルト 210 バンチ 中日 168
最優秀選手 松井秀喜 巨人
最優秀新人 金城龍彦 横浜
最優秀中継ぎ：リリーフポイント最優秀中継ぎ：ホールド

パ・リーグ個人タイトル／1999年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .343 松井稼頭央 西武 .330
最多本塁打 ローズ 近鉄 40 中村紀洋 近鉄 31
最多打点 ローズ 近鉄 101 中村紀洋 近鉄 95
最多盗塁 松井稼頭央 西武 32 小坂誠 ロッテ 31
最高出塁率 イチロー オリックス .412 大島公一 オリックス .394
最多安打 松井稼頭央 西武 178 小笠原道大 日本ハム 156
最優秀防御率 工藤公康 ダイエー 2.38 黒木知宏 ロッテ 2.50
最高勝率 篠原貴行 ダイエー .933 松坂大輔 西武 .762
最多勝利 松坂大輔 西武 16 篠原貴行 ダイエー 14
最優秀救援 ウォーレン ロッテ 31 ペドラザ ダイエー 30
最優秀中継ぎ 藤井将雄 ダイエー 26 吉田修司 ダイエー 16
最多奪三振 工藤公康 ダイエー 196 黒木知宏 ロッテ 171
最優秀選手 工藤公康 ダイエー
最優秀新人 松坂大輔 西武

セ・リーグ個人タイトル／1999年
タイトル １位 ２位

首位打者 ローズ 横浜 .369 関川浩一 中日 .330
最多本塁打 ペタジーニ ヤクルト 44 松井秀喜 巨人 42
最多打点 ローズ 横浜 153 ペタジーニ ヤクルト 112
最多盗塁 石井琢朗 横浜 39 李鍾範 中日 24
最高出塁率 ペタジーニ ヤクルト .469 ローズ 横浜 .439
最多安打 ローズ 横浜 192 鈴木尚典 横浜 178
最優秀防御率 上原浩治 巨人 2.09 野口茂樹 中日 2.65
最高勝率 上原浩治 巨人 .833 斎藤隆 横浜 .824
最多勝利 上原浩治 巨人 20 野口茂樹 中日 19
最優秀救援 高津臣吾 ヤクルト 31 宣銅烈 中日 29
最優秀中継ぎ 岩瀬仁紀 中日 28.15 岡島秀樹 巨人 19.5
最多奪三振 上原浩治 巨人 179 石井一久 ヤクルト 162
最優秀選手 野口茂樹 中日
最優秀新人 上原浩治 巨人
沢村賞 上原浩治 巨人
最優秀中継ぎ：リリーフポイント

最優秀中継ぎ：ホールド

パ・リーグ個人タイトル／1998年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .358 平井光親 ロッテ .320
最多本塁打 ウィルソン 日本ハム 33 中村紀洋 近鉄 32
最多打点 ウィルソン 日本ハム 124 クラーク 近鉄 114

最多盗塁 小坂誠 ロッテ 43
松井稼頭央 西武 43

最高出塁率 片岡篤史 日本ハム .435 イチロー オリックス .414
最多安打 イチロー オリックス 181 松井稼頭央 西武 179
最優秀防御率 金村暁 日本ハム 2.73 黒木知宏 ロッテ 3.29
最高勝率 黒木知宏 ロッテ .591 武田一浩 ダイエー .565

最多勝利
西口文也 西武 13
黒木知宏 ロッテ 13
武田一浩 ダイエー 13

最優秀救援 大塚晶文 近鉄 38 岡本克道 ダイエー 22

最優秀中継ぎ 吉田修司 ダイエー 21 橋本武広 西武 14
水尾嘉孝 オリックス 14

最多奪三振 西口文也 西武 148 小宮山悟 ロッテ 126
最優秀選手 松井稼頭央 西武
最優秀新人 小関竜也 西武

セ・リーグ個人タイトル／1998年
タイトル １位 ２位

首位打者 鈴木尚典 横浜 .337 前田智徳 広島 .335
最多本塁打 松井秀喜 巨人 34 江藤智 広島 28
最多打点 松井秀喜 巨人 100 ローズ 横浜 96
最多盗塁 石井琢朗 横浜 39 李鍾範 中日 18
最高出塁率 松井秀喜 巨人 .421 ローズ 横浜 .413
最多安打 石井琢朗 横浜 174 鈴木尚典 横浜 173
最優秀防御率 野口茂樹 中日 2.34 川上憲伸 中日 2.57
最高勝率 桑田真澄 巨人 .762 斎藤隆 横浜 .722
最多勝利 川崎憲次郎 ヤクルト 17 桑田真澄 巨人 16
最優秀救援 佐々木主浩 横浜 46 宣銅烈 中日 32
最優秀中継ぎ 落合英二 中日 19.7 島田直也 横浜 17.45
最多奪三振 石井一久 ヤクルト 241 伊藤智仁 ヤクルト 154
最優秀選手 佐々木主浩 横浜
最優秀新人 川上憲伸 ヤクルト
沢村賞 川崎憲次郎 ヤクルト
最優秀中継ぎ：リリーフポイント

最優秀中継ぎ：ホールド

パ・リーグ個人タイトル／1997年
タイトル １位 ２位

首位打者 イチロー オリックス .345 クラーク 近鉄 .331
最多本塁打 ウィルソン 日本ハム 37 小久保裕紀 ダイエー 36
最多打点 小久保裕紀 ダイエー 114 マルティネス 西武 108
最多盗塁 松井稼頭央 西武 62 小坂誠 ロッテ 56
最高出塁率 鈴木健 西武 .431 ドネルス オリックス .423
最多安打 イチロー オリックス 185 松井稼頭央 西武 178
最優秀防御率 小宮山悟 ロッテ 2.49 岡本晃 近鉄 2.82
最高勝率 西口文也 西武 .750 小池秀郎 近鉄 .714

最多勝利 西口文也 西武 15
小池秀郎 近鉄 15

最優秀救援 赤堀元之 近鉄 33 河本育之 ロッテ 31
最優秀中継ぎ 橋本武広 西武 25 大塚晶文 近鉄 13
最多奪三振 西口文也 西武 192 黒木知宏 ロッテ 179
最優秀選手 西口文也 西武
最優秀新人 小坂誠 ロッテ
沢村賞 西口文也 西武

セ・リーグ個人タイトル／1997年
タイトル １位 ２位

首位打者 鈴木尚典 横浜 .335 ローズ 横浜 .328
最多本塁打 ホージー ヤクルト 38 松井秀喜 巨人 37
最多打点 ロペス 広島 112 松井秀喜 巨人 103
最多盗塁 緒方孝市 広島 49 飯田哲也 ヤクルト 26
最高出塁率 ローズ 横浜 .444 松井秀喜 巨人 .419
最多安打 ロペス 広島 170 石井琢朗 横浜 166
最優秀防御率 大野豊 広島 2.85 山本昌 中日 2.92
最高勝率 三浦大輔 横浜 .769 田畑一也 ヤクルト .750
最多勝利 山本昌 中日 18 田畑一也 ヤクルト 15
最優秀救援 佐々木主浩 横浜 41 宣銅烈 中日 39
最優秀中継ぎ 島田直也 横浜 24.75 伊藤敦規 阪神 17.55
最多奪三振 山本昌 中日 159 川村丈夫 横浜 147
最優秀選手 古田敦也 ヤクルト
最優秀新人 澤﨑俊和 広島
沢村賞 川崎憲次郎 ヤクルト
最優秀中継ぎ：リリーフポイント

最優秀中継ぎ：ホールド


