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いよいよ今週末、 ホーム開幕戦！
直前の今、チーム牽引役の３人が思いを語る！

シーズン開幕が迫った 10 月初めの HALEO ドーム。コート内の空気は、本番に向け緊張感が加わってきた。この日のメ
ニューは、実戦を意識した速い展開の 4on4 や、セットプレイの確認など。選手たちは常に全員が全力で動き回り、コー
ト内あちこちで声を掛け合い、確認する姿も見られる。その中心になっているのが、キャプテンの志村選手と、副キャ
プテンの高岡、日下の両選手だ。練習後の 3 選手に、今の心境を語ってもらった。

Play for SENDAI-MIYAGI
〜ともに前へ〜

勝 ち癖をつけて走る！期待してください。

キャプテン

志村 雄彦

ここ数年勝ちきれないシーズンが続き、皆さんには悔しい思いをさせて申し訳ありません。僕自身、このチームではまだ有明に行ってい
ませんが、震災後、沖縄チームで有明を経験させてもらった時、
ｂｊにいるからには、あの舞台に立たないといけないと強く感じました。
今季こそは、常に “優勝” を意識しながら戦い、その目標を実現したいと思います。
ホーム開幕戦を開催するゼビオアリーナ仙台は、きっとサッカーや野球場以上にワクワクする空間でしょう。仙台を対外的にもアピール
するチャンスです。僕らはホームで勝ち癖をつけ、いい勝率で走るのみ。シーズン中、波はあっても、プレイオフの時点で一番いい状態
になるよう、ベストを尽くしていきます。
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PG

Takehiko SHIMURA

ニックネーム
タケ、タケヒコ 生年月日 1983 年 2 月 14 日
出身地 宮城県仙台市
身長 / 体重 160cm/65kg
経歴 泉中央バスケットボール教室 → 仙台市立将監中学校 → 仙台市立仙台高等学校 → 慶応義塾大学 → 東芝（JBL）→ 仙台 89ERS［５シーズン目］

素 晴らしい新アリーナに大結集しましょう！

副キャプテン

高岡 大輔

メンバーが大きく入れ替わった今季は、古くからいる 3 人がキャプテンとサブを任されました。僕は最年長でもあるので、うまくみんな
を乗せながらバックアップしていくつもりです。
チームは頭がスマートないい選手が揃ったものの、現段階ではフィジカルなｂｊのゲームに慣れていません。でも、実戦で力をつけてい
けばいい。その意味では、経験のない選手が多い僕らの方が他チームより “伸びしろ” が大きいんです。
新しいアリーナでのゲームは、エンターテイメントとして楽しめるので、ぜひ大勢結集してください。僕らは勝って遠くのブースターに
朗報を届け、さらに白星を重ね、気仙沼や南三陸でのゲームにつなげていきます。応援をお願いします。
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F

Daisuke TAKAOKA

ニックネーム
ダイス、ダイスケ 生年月日 1981 年 10 月 14 日
出身地 長崎県
身長 / 体重 192cm/95kg
経歴 福岡市立三筑中学校 → 瓊浦高等学校 → 拓殖大学 → 大塚商会（JBL2）→ リンク栃木（JBL）→ 仙台 89ERS［４シーズン目］

皆 さんとチームと。ともに前へ、ともに元気に！

副キャプテン

日下 光

個人的には仙台で 8 シーズン目を迎えることができて嬉しいのですが、そろそろ結果を出さないと･‥。今季は新加入選手が多く、チー
ムはまだこれからどんどん良くなっていくでしょう。
副キャプテンとして、
より今まで以上のコミュニケーションづくりに努めていきます。
ホーム開幕戦で戦う岩手は、日本人も外国人もｂｊで長く活躍する選手が多く、僕たちはチャレンジする側かもしれません。もちろん、
勝つために最善を尽くします。
この夏も、クリニックや公開練習で被災地に伺い、復興が進む仙台に比べると、気仙沼や南三陸は、まだまだだと実感しました。ぜひ、
今季の「ともに前へ」というチームスローガンのもと、皆さんと一緒に宮城、仙台を元気にしていきましょう。
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PG Hikaru KUSAKA

ニックネーム
ヒカル、ヒック 生年月日 1982 年 10 月 21 日
出身地 宮城県仙台市
身長 / 体重 174cm/71kg
経歴 仙台桜丘ミニバスケットボール教室 → 仙台市立桜丘中学校 → 新潟県立新潟商業高等学校 → 日本大学 → 仙台 89ERS［８シーズン目］

大崎八幡宮で必勝祈願
シーズン開幕戦を３日後に控えた１０月３日（水）。仙台 89ERS の選手、チームスタッフ、フロントスタッフ総勢
３０名が、戦いの神様として知られる大崎八幡宮を訪れ、必勝祈願を行いました。真新しい鮮やかな黄色のジャー
ジに身を包んだ選手たちと、黒のスーツでビシっときめたスタッフが、境内へと続く長い階段を整然と上る姿は、
異常なまでの緊張感が感じられるほど。「必勝」という力強い２文字が書かれた大きな絵馬に、３０名それぞれが今
季にかける想いを記し、神事に臨みました。 復活への歓喜に包まれてスタートし、悔しさを募らせて終わった昨シー
ズン。“今季こそ、歓喜に包まれてシーズン終了を迎えたい” と、長い道のりへの決意を新たにした、必勝祈願でした。
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89ERS を支えるスポンサーのナマの声

憧れるチームの活躍が、子どもたちのバネになる！― 千葉透代表理事に聞く

絵本バスでの交流を通じ、ココロのケアを行う

上位を独占して、東北をバスケット王国に！

私たちは「子どもたちの健全育成」を柱にさまざまな活動を行っています。
震災直後に国
内外に呼びかけて集めた 75,000 冊の絵本から子どもたちが好きなものを選び、プレゼ
ントする「えほんバスプロジェクト」を実施しています。
単に届けるのではなく、絵本バ
スが行くと親やおじいちゃんなど、異世代の人が自然に集う場ができあがります。
絵本
が繋ぐ場所ですね。
昔でいう井戸端会議の場です。
こうした昔ながらのコミュニティー
の復活が、
子どもたちの心を育み、
その地域の復興にも生かされると思うんです。

私も長年携わっていますが、バスケットの魅力は展開の速さ、スピード、激しさ。
それに点数
がどんどん入ってナイスプレイも多く、最初から最後まで目が離せません。
東北はもともと
バスケットが強い地域。
ぜひ仙台、岩手、秋
ちきゅう の がっこう
田の３チームで上位を独占し、バスケット 一 般 社 団 法 人 地 球 の楽好
王国を築いてほしいですね。
1985 年、仙台市の母親たちが中心になり、「子

連れママの気晴らしマップ」を創刊し、子育て
支援活動を開始。後に男性の視点も取り入れ、
子どもたちの健全育成を目指す取り組みもス
タート。2004 年から「地球の楽好」の名を用い、
国営公園でのイベント運営や情報誌制作を開始
し、2010 年 NPO 法人地球の楽好を設立。その後、
子育て支援、子どもの健全育成の二つの公益事
業を続けるには、自主事業運営も必要と 2012
年 4 月、一般社団法人を立ち上げる。イベント、
編集、食育関連の事業のほか、子どもたちのコ
ミュニケーション力や表現力などを育む「地球
の 楽 好 Kids Jr. Academy」を 全 国 に 展 開 予 定。
札 幌、福 島、東 京、埼 玉、大 阪、神 戸、岡 山 に
も支部を広げる。
本部：宮城県多賀城市
（宮城県多賀城市高崎 1-22-1 東北歴史資料館 1F）
TEL：022-389-0931
http://chikyuunogakkou.org/

地域に溶け込んでいる 89ERS とともに

ボランティアジャンパーの
背中に掲出されるロゴマーク

震災で 89ERS が休止した時、バスケットが好きな中高生たちは
「チームはどうなるのだろう」
と、かなり心配しました。
その後、復
活すると聞き大喜びする様子を見て、地域に溶け込んでいる
89ERS を一緒に応援することで、中高生の力にもなろうと今季か
らスポンサーとなりました。
会場ボランティアさんの活動にも共
感し、赤いジャンパーに
「地球の楽好」
のロゴを掲出させていただ
きます。
憧れのチームの活躍は、子どもたちのバネとなり、生きる
力や感じる力を育てることにつながると思います。11 月から中
高生対象 ( 震災支援として ) の Jr. バスケットボールアカデミー
を開校します。89ERS の選手にも来ていただいたり、皆で応援に
行ったりと、
ともに盛り上げていきたいですね。

ともに前へ

千葉代表理事とえほんバス

〜気仙沼のみなさんとともに〜

ホームゲームを気仙沼で初開催
11 月 17 日（土）
、18 日（日）
、仙台 89RS では「東日本大震災復興祈念試合」として、 当日は、気仙沼市および近隣地域のみなさま 1,500
被災地の一つである宮城県気仙沼市でホームゲームを開催します。昨シーズンは仙台市 名（両日とも）を無料でご招待（詳細は 10 月 1 日
。も
でのホームゲームに、被災地の子どもたちを招待する活動に取り組んできましたが、震 発行の「広報けせんぬま」でご確認ください）
ちろん、仙台や他の地域から観戦に行かれる方の
災後 2 シーズン目となる今季は、
「バスケットボールを通じて、被災地のみなさんに元気
ために一部席種（1F 席のみ）の販売も行います。
やパワーを届けたい」との思いから、仙台 89ERS が被災地に赴きます。来月の気仙沼市
今週末 10 月 13 日（土）
、14 日（日）のホーム開
に加え、来年 3 月には南三陸町での試合開催を予定しています。
幕戦の次は気仙沼でのホームゲーム！ブースター
三陸の美しい海に面した気仙沼。海の町で開催するホームゲームを盛り上げようと作成 のみなさん、こちらの試合も一緒に盛り上げてい
したポスターは、
躍動感溢れる選手たちの背景に大きな
「大漁旗」
をあしらいました。
（画像） きましょう！

チ ケット 販 売 状 況
1 3日（ 土 ）
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（メイン）
（ベンチ）

（土）
10月13日

（メイン）

18:00Tip off（開場 16:30）

（ベンチ）

（日）
10月14日
14:00Tip off
（開場 12:30）

（メイン）
（ベンチ）
（メイン）

対戦

（ベンチ）

岩手ビッグブルズ
会場

ゼビオアリーナ仙台
【ゼビオアリーナ仙台アクセス】
仙台市地下鉄「長町駅」・
JR 東北本線「長町駅」・
仙台空港アクセス鉄道「長町駅」
から徒歩 5 分

1 4日（ 日 ）

予定枚数終了 予定枚数終了

＜チケット状況＞

チケット購入は

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

ナイナーズチケットで！
89ers Ticket

詳細はこちら

ケータイ・パソコンで
豊富な席から選んで購入！

http://89ers.tstar.jp/top

■■■■■ 予定枚数終了
■■■■■ 71 〜 99％販売済み
■■■■■ 50 〜 70％販売済み
■■■■■ 21 〜 49％販売済み
■■■■■ 〜 20％販売済み

仙台 89ERS公式携帯サイト
ついに、10 月からスマホ対応スタート！
●ｂｊリーグ全試合の試合速報が見られる！
●スターティング 5、試合後コメントなどの試合情報も充実！
●選手ブログなどのオリジナルコンテンツも！
●試合写真も随時掲載！
月額 315 円（税込）

「89ERS PRESS vol.04」

登録は簡単！

こちらの QR コードを読み取ってアクセス！
または

http://www.nm.89ers.jp

まで
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