
走るチームを目指し、猛練習スタート
初日からのハードな内容に、ブースターも熱く！
新シーズンに向けた全体練習が今月２日、ＨＡＬＥＯドームで始まった。参加したのは、
再契約選手の志村、薦田、高岡、日下の４人。渡米中のピアスＨＣに代わり間橋ＧＭ
が指揮を執り、シュートやフットワークなど約 2時間の基本練習を行った。
待望の公開練習とあって親子連れなど５０人ほどが来場。見守るブースターを驚かせ
たのは、初日にも関わらずハードな内容だ。距離やステップを変えてのさまざまな
シュート練習をはじめ、ダッシュでコートを何往復もしたり、縄跳びを延々と続けた
りと、ほとんど休む間もない。汗だくになって黙々と走る選手たちに、ブースターか
ら拍手での応援が送られていた。
ＧＭによれば「今季は走るチームを目指す」とのこと。
選手たちも「これからもっともっと走って力をつける」と意気込んでいた。

日本人選手の力が試されるシーズン

志村 雄彦
Shimura Takehiko

1983.02.14  宮城県出身
160cm/65kg  A 型

#4
PG

#7
F
薦田 拓也
Komoda Takuya

1987.07.15  福岡県出身
190cm/85kg  AB 型

#12
F
高岡 大輔
Takaoka Daisuke

1981.10.14  長崎県出身
192cm/95kg  B 型

#17
PG

日下 光
Kusaka Hikaru

遠田  寅彦
Enda Torahiko

1982.10.21  宮城県出身
174cm/71kg  A 型

1974.09.03
東京都出身

斉藤 広子
Saito Hiroko
1978.10.18
東京都出身

チームオペレーター
兼アスレティックトレーナー

アスレティックトレーナー

チームワークを大切に !! 大きく！強く！ 復興の光に !!

発行日 : 2012 年 7月 10 日　発行元 : 仙台 89ERS

─ 志村＆日下ミニ対談 ─

志を高く持つ !!

頂点目指すぞ !!

信頼 ! 自信 ! 信じる !

ヘッドコーチ

「速いテンポで全員が得点できる
オフェンス」を目指します。

ロバート・ピアス
 Robert Pierce
1960.08.01、オレゴン州（アメリカ）出身

外国人選手のリクルートのために現在渡米中。

#8
SG

下山 大地
 Shimoyama Daichi

1989.08.08
青森県出身
181cm/78kg

青森県立弘前高等学校
　　→岩手大学
　　　    →鶴田クラブ（クラブチーム）

#9
F

野上 淳史
Nogami Atsushi

1986.10.25
青森県出身
184cm/72kg

青森県立八戸西高等学校→岩手大学
　→八戸クラブ（クラブチーム）
　　　　　　　　→岩手ビッグブルズ

#21
SG

新井 靖明
Arai Yasuaki
1983.05.22
東京都出身
180cm/75kg

秋田県立能代工業高等学校
　→日本体育大学→三菱電機（JBL）
　　　　　　　　　→埼玉ブロンコス

2012-2013 シーズンから仙台８９ERS に新しい選手が加わりました
《１人で７３得点！》バスケットボールの名門、
能代工業高校時代に新井選手が打ち立てたスゴイ
記録をご存知ですか？３年時（2001年）のインター
ハイの初戦、八千代高校（千葉県）との対戦での
できごとでした。この試合は稀に見るハイスコア
となり、［能工 127-105 八千代］で能代工業が勝利。
エースとして出場した新井選手は１２７点のう
ち、なんと７３点を１人で決めたのです！しかも、
そのうち３ポイントシュートは２１本！！あっと
いう間に能代工業のエースとして注目を集め、
シューターとしての地位を確立したのでした。

志村：　初日なのにきつかったな。５年目にして１番ハード。
日下：　僕は８年目で１番か２番 ( 笑 )。
志村：　歳とったのもあるかなあ ( 笑 )。でも今季は走ることを明確に出している
       　　 から。ここから僕らも強くなっていかないと。
日下：　それでも、初日でこれだけやれたのは、自信になるかな。今年のルール
       　　 では、1Qと3Qに日本人３人がコートに立たなければならなくなったから、
       　　 日本人選手の力が試される。
志村：　僕らもレベルを上げないとね。「走るバスケット」は、僕やヒカルたち
           　 小さい選手の得意分野だから、出番が増えるはず。
日下：　どこまで上げられるか、それが課題でもあるね。
志村：　今後どんなチームになるか楽しみだけど、長く一緒にやっている今日の
        　　４人がいるのは強みだと思う。
日下：　この４人が軸になる新チームで、目指すのはファイナルだね。
志村：　有明へ行って２つ続けて勝てばチャンピオン。簡単ではないと思うけど、
       　　 それを目指して行こう。

ヘッドコーチ

地に足をつけて頑張ります！ 新たな気持ちで！上を目指す！

新加入選手は３名！



89ERS を支えるスポンサーのナマの声

ともに前へ

ブースタークラブ会員募集中！

創業者の父は、東北の発展に尽くすこと、地域の産業と生活文化の向上に
貢献することを誓い、会社の基本理念に掲げてきました。そして創業６０
年を機に僕が作った企業テーマは「根っぱす」。東北弁をもじったのですが、
大地に根を張って絆を深めていこうというもので、震災後はまさに根っぱ
す大切さを痛感しました。
工場向けの機械工具を扱うわが社は、一般向けの広報活動はあまり行いま
せんが、５年前、地元の子ども達や、プロスポーツ観戦の機会が少ない社
会福祉団体を招待する「メセナシート」の立ち上げの話を受け、これに共
感して 89ERS のスポンサーになりました。

バスケットは実際にナマで観ると迫力がすごいし、楽しいですね。始まる
前からチアリーダーが踊って盛り上げ、会場が一体になる。この雰囲気は
テレビでは絶対に味わえません。ぜひ会場に足を運び、感動を分かち合い
ましょう。誰でもブースター同士、年齢に関わらず友だちになれますよ。

チームにはあえて高望みをしますが、優勝の美酒を味わせてほしいと言
いたい。被災地は支援を受けるばかりなので、自分たちで勝ち取る勝利
に飢えている。応援したチームが優勝するのは最高です。
みなさん、ぜひ一緒に 89ERS の優勝を後押ししましょう。

仙台 89ERS では、                    
東日本大震災の被災
地である仙台・宮城
の一日も早い復興に
向け、未来を担う子

ども達に笑顔と元気を！の思いのもと、
「Kids’ Smile Project ～宮城の子ども達 元
気プロジェクト～」に取り組んでいます。

「Kids’ Smile Project ～宮城の子ども達 元気プロジェクト～」の一つ、
「石巻市立大川中学校の選択教科（体育）の授業」。これは、89ERS チアーズ
がダンスの授業をするというものです。昨季に続き、今季も実施すること
が決まりました。
石巻市立大川中学校は東日本大震災で校舎が津波の被害を受け、同じ市内
の飯野川中学校に間借りして授業を行っています。家や同居家族を失った
生徒が多く、「子ども達に生きる力を与えてほしい」という先生からの連
絡がきっかけとなり、この活動が始まりました。
今季は１０月の文化祭に向けて練習を重ねていきます。初回は日下選手が、
２回目の授業には薦田選手と高岡選手が参加し、子ども達と一緒にダンス
の練習をしました。

練習の様子は仙台89ERS 公式ブログ（http://sendai89ers.jp）で随時報告し
ますので、ブースターのみなさん、大川中学校のみなさんの成長を一緒に
見守ってください。

ホームゲームスケジュール決定！
ホーム開幕戦は、今秋完成予定のゼビオアリーナ仙台で開催！
開催日 対戦 会場

被災地にほしいのは、優勝の 2文字

ナマの迫力と楽しさを、ぜひ一緒に

ダンスで笑顔と元気を！

メセナスポンサーとして地域貢献
勝利の美酒を分かち合おう！   植松誠一郎社長に聞く

※メセナシート
ご協賛企業各社と仙台 89ERS が取り組んでいる社会貢献活動。ご協賛企業各社のご協力のもと、
社会福祉団体のみなさまや地域の子どもたちをホームゲームに招待している。

シーズンチケット発売中！
2012-2013 シーズンチケットは、仙台市内開催の 22 試合を対象とした
「シーズンシート」と、土日祝日開催の12試合を対象とした「週末パック」の
2 種類！どちらも購入者限定
の “ イベントへの参加権 ”
や “ オリジナルチケット ” 
そして “ 限定モデルネック
ストラップ ” など各種特典
をご用意しました。みなさ
まのお申し込みをお待ちし
ております。

TEL：022-215-8138
http://www.89ers.jp/tickets/seasonsheat.html

資料請求はこちら

詳細はこちら　

資料請求はこちら

詳細はこちら　
TEL：022-215-8138
http://www.89ers.jp/booster/index.html

分割支払も可能です

Seaso
n

Ticket
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～大川中学校とともに～

会員プランは 6種類。自分の応援スタイルに合
わせたプランを選んで入会しよう！イチオシは、
昨シーズン一番人気だった「ゴールド会員」。
ブースター必携のブースターシャツに加え、
チケット引換券もついた充実プランです。
さらに、今月中に入会すると、継続特典や早期
特典をもらえます。ご入会はお早めに！

中村球団代表（左）と植松社長（右）

○継続入会特典 昨シーズンの会員の方が継続して
入会すると「7th シーズンメモリアルバッジ」をプレゼント！

○早期入会特典 ゴールド、プラチナ、法人会員にお申し込みいただいた方に
「オリジナルキーホルダー」をプレゼント！

【期限：７月３１日（火）】

【期限：７月３１日（火）】

4 月 13 日　（土）
4月 14 日　（日）

10月 13日　（土） 
10 月 14日　（日）  
11 月 17日　（土） 
11 月 18日　（日）  
12 月　6日　（木） 
12 月　7日　（金）  
12 月 24日（月・祝） 
12 月 25日　（火）  
1 月 11日　（金） 
1 月 12日　（土）  
1 月 26日　（土） 
1 月 27日　（日）  
2 月　9日　（土） 
2 月 10日　（日）  
2 月 21日　（木） 
2 月 22日　（金）  
2 月 25日　（月） 
2 月 26日　（火）  
3 月　7日　（木） 
3 月　8日　（金）  
3 月 23 日　（土） 
3 月 24 日　（日） 
3 月 30 日　（土） 
3 月 31 日　（日） 秋田 ノーザンハピネッツ

※開始時間、アウェイゲームのスケジュールは後日お知らせします。

仙台市体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

仙台市体育館

千葉 ジェッツ

ゼビオアリーナ仙台

ゼビオアリーナ仙台

大阪 エヴェッサ

高松 ファイブアローズ

群馬 クレインサンダーズ

埼玉 ブロンコス

富山 グラウジーズ

東京 サンレーヴス

新潟 アルビレックス BB

信州ブレイブウォリアーズ

新潟 アルビレックス BB

横浜 ビー・コルセアーズ

岩手 ビッグブルズ

南三陸町総合体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

気仙沼市総合体育館

ゼビオアリーナ仙台

昨シーズンのデザインです

機械工具販売商社。1950 年創業、1955 年株式会
社設立、1991 年、機械工具直需業界では全国初の
JASDAQ証券取引所上場。八戸から横浜まで 13の
拠点を持ち、一帯の工場に生産設備や副資材を納入
している。
所在地：宮城県仙台市若林区卸町 3-7-5
TEL：022-232-5171

株式会社植松商会


