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急成長のキーマン、 薦田選手が熱く語る！
週末は今季初のホーム仙台市体育館に、宿敵
東京を迎え撃つ！現在 89ERS は東地区 9 位、
東京はゲーム差なしの 8 位で、順位を上げ
るには連勝しかない。勝負の鍵を握るのが、
前半戦終盤に 20 得点を連続するなど、勢
いに乗るフォワード薦田拓也選手。残り
28 試合での巻き返しに賭ける意気込みを
語ってもらった。
練習を試合に置き換えて集中力アップ
まず今季の好調の要因を尋ねると、
「試合の入りから、自分のや
るべきことを精度高くできるようになった」という。3 年目の
25 歳、
自信もついてきたはず。
「3Q、
4Q でも自分のシュートをしっ
かり打てている。その部分で得点が伸びたと思う」
。練習を試合
に置き換え、一つ一つのプレイに集中するという、プロ以前から
の信念が、ここにきて花開いたといえよう。

黒星先行の前半でも、チームは団結
前半戦は、
「初めの頃、接戦をものにできない試合が多かったのが痛
い」と振り返る。今季は自分も含め若いチームでスタートしたため、
経験の差が出たと分析。惜しい試合で借金を背負い、返せないままき
てしまったという状況だ。
「それでも！」と、前を見据え「どんな時も
自分たちのやるべきことをやっているし、
雰囲気は悪くない」
。メンバー
の気持ちがそろっているので、これを後半戦につなげれば、結果は出て
くると話す。

1 つずつ勝って上昇し、チャンピオンを目指す
カミングスとハーグローが加わった新チームで、後半をどう戦うか？「得点
能力が高い 2 人だから、展開が速くなって得点が格段に伸びるはず」と読む。
「チームがまとまって、接戦を落とさないことが鍵。経験豊かな 2 人が入った
のは心強い」
。目標は
「一つずつ勝ってプレイオフに進み、
チャンピオンを狙う」
こと。
「僕らは絶対できると思う。それを信じて突き進むので、これからも応
援よろしくお願いします」
、きっぱりと言い切った。さあ、白星ラッシュをしっ
かり見届けよう！

ハーグロー選手 ミニ問答

頼もしい
新戦力が
加入！

―プレイでアピールしたい部分は？
ハーグロー（以下Ｈ） いつもアグレッシブなプレイを心がけている。
アタックする時は激しく、我慢するところは我慢する。
―雪の多い仙台にとまどったのでは？
H 出身地のミネソタから来たけれど、向こうも雪が多く、仙台と変わらない。
―心身のコンディションと、仙台での目標は？
H いつ呼ばれてもいいように準備はしてきた。試合までの練習でフィット
できると思う。目標はチームの優勝に貢献すること！
―オフタイムは何をしたい？
H 去年、大好きになった “ヤキニク” を食べに行きたい。

＜ピアス HC 談＞
昨季のｂｊリーグでオフェンス、ディフェンス
とも高いパフォーマンスを見せていた彼を、
この時期に獲得できたことは非常に嬉しい。
練習でいいパスを出しており、
選手たちが期待をかけている
のがわかる。経験が豊富で
得点力も高く、他の選手を
今以上に生かしてくれる
存在にもなると思う。

モーリス・ハーグロー

■経歴
2001-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2011
2011-2012
2012-2013

ミネソタ大学
チェスター・ジェッツ ( イギリス )
レイフェイセン・ウェルズ ( オーストリア )
ステンシル ( ルクセンブルク )
カタール・スポーツクラブ ( カタール )
千葉ジェッツ ＊2011 年 10 月の「ローソン
“Ｐｏｎｔａ” 月間 MVP」を受賞
仙台 89ERS

■背番号
■ポジション
■生年月日
■出身地
■身長 / 体重

11
SG
1983 年 7 月 2 日
オハイオ州（アメリカ）
192cm/91kg

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

夢に向かって根気強く。とにかく前進あるのみ！

― 株式会社清月記 菅原裕典代表取締役に聞く

プロスポーツ選手に共通する東北魂で応援

プロ選手が憧れるトップチームへ。仙台ブランドを目指そう

プロスポーツ選手は試練を乗り越えてその地位に着いた上、常に壁にぶつかりなが
ら突き進んでいます。被災地を訪れて活動するさまざまなスポーツ選手を見てい
て、彼らの生き様がそのまま人々に勇気や元気を与えるのだと実感しました。また
それは、復興に立ち向かう不屈の東北魂にも似ているように思えます。以前から
89ERS をサポートしていますが、こうしてプロチームに関わっていることを改めて
嬉しく思います。私自身も中学時代はバスケットをしていたし、スポーツはするの
も観るのも大好きです。

今季の 89ERS は黒星が先行しているようですが、この仙台の街の伸びしろと同じよう
に、チームはまだまだこれから伸びなくてはなりません。少し辛口になるけれど、選手
も運営会社にも、プロとしての根性を見せてほしいし、白星を増やしてもっとブース
ターを集めてほしいですよね。たとえ勝てなくても、応援して良かったという試合を
してほしいし、応援に行きたいと思わせるチームであってほしい。そして、プロリーグ
にいるからにはトップを目指さなくては。プロ選手が、あのチームでプレイしたいと
憧れるような、最高の仙台ブランドを作ってください。応援しています！！

伸び続ける仙台を拠点に、可能性にチャレンジ

地方ながら東京と 1 時間 40 分で結ばれ、自然にも恵まれた仙台は、無限の
可能性を秘めた魅力的な都市。これから伸びていく街だからこそ、ここを拠
点とするプロチームの意義は大きいでしょう。弊社も葬祭業を軸としなが
らも、枠にとらわれない柔軟な発想で、新事業に取り組んでいます。これか
らの高齢化社会では、一人ひとりが自立年齢を伸ばさないと医療や介護の
現場がパンクしてしまう。そこでシニアの充実した生活をサポートしよう
と「ライフスタイル・コンシェルジュ」というサロンを開設。寛げる無料カ
フェといったラウンジですが、趣味や旅、ボランティア活動などの情報も提
供させていただいて好評です。

ともに前へ

株式会社清月記

仙台市内と周辺地域、及び石巻市において、葬祭斎場 15 会館、
仏壇ギャラリー 4 店舗、ケータリング・フードサービスの各事業
を展開。1985 年の設立は仙台圏の葬祭業で最後発ながら、顧客
主導の葬儀を徹底し、明朗会計制を推進するなどして業績を伸展。
現在では北関東以北トップクラスの実績を誇る。またインター
ネット利用のエンディングノートや無料訃報掲載、弔電サービス
などの画期的な事業にも着手。加えて先ごろは、豊かなシニアラ
イフをサポートするサロン『ライフスタイル・コンシェルジュ』
を仙台市内の繁華街に開設して話題を集めている。
■総本社／仙台市宮城野区日の出町２ー５−４
TEL：022-782-5777 http://www.seigetsuki.co.jp

15 キロのダイエットに成功し
「フットワークが軽くなりました」と話す菅原社長

〜仙台フィルハーモニー管弦楽団とともに〜

音楽の力で元気に！

メセナシート

1 月 12 日（土）のホームゲームでは、仙台フィルハーモニー管弦楽団のみなさんが、
金管三重奏に打楽器を加えた特別編成による演奏を披露してくださいました。
仙台フィルハーモニー管弦楽団では、“被災地の子どもたちに音楽の力で元気になっ
てもらおう” と、
「音楽の力による復興センター」とともに支援活動に取り組んでい
ます。今回はその一環として、この日メセナシートで観戦した宮城県東松島市矢本の

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下、
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
招待しています。

子どもたちに音楽を聴いてもらい、スポーツを楽しんでもらおうと企画されました。
ハーフタイムではなく試合前に演奏が行なわれたのは、“子どもたちと選手にエール
を送りたい” との仙台フィルの思いから。仙台フィルのみなさんの演奏が子どもたち
と選手の力となり、手に汗握る接戦となったこの日の勝利を後押ししてくれたので
しょう。

仙台市体育館初開催＆ゼビオアリーナで再び！
三陸復興支援シリーズ
昨年11月に気仙沼市で開催したホームゲームと今年3月に南三陸町で開催する
ホームゲームを「三陸復興支援シリーズ」と銘打ち、多くのみなさまへ開催へ
の支援をお願いしています。1口5,000円の支援により、シリーズにご来場の子
どもたちに記念Tシャツをプレゼントするほか、
開催地および近隣地域にお住まいの方を1試合に
つき1,500名様ご招待いたします。
ぜひ、シリーズへのご支援をお願いいたします。

申込期間
申込方法
いよいよ今シーズン初の仙台市体育館開催が
今週末に迫ってきました！
さらに、2 月 9 日（土）・10 日（日）は開幕
戦以来のゼビオアリーナ仙台での開催！
ここからの 4 試合は見逃せませんよー！

開催日時

1 月 26日
（土）18:00 〜
1 月 27日
（日）14:00 〜
2月 9日
（土）
18:00 〜
2 月 10日
（日）14: 00 〜

場 所

対戦

仙台市体育館

東京

ゼビオアリーナ仙台

富山

仙台 89ERS公式携帯サイト
スマートフォンにも対応！

●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！
●試合写真も随時掲載！
月額 315 円（税込）

「89ERS PRESS vol.07」

2013年3月8日
（金）まで
①仙台89ERSオフィシャルサイト「申込フォーム」から
http://www.89ers.jp/application/index.html
②ホームゲーム会場「総合案内」

89ers
Ticket

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！ ケータイ・パソコンで
豊富な席から選んで購入！
詳細はこちら

h t t p : / / 8 9 e r s . t s t a r . j p/top

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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