
司令塔のキャプテン志村が勝負に賭ける！
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チームはこれから必ず良くなっていく

有利なホームで 6連勝し、上を目指す

30歳を迎え、新たな気持ちでチャレンジしていく！

プレイオフ進出を狙う 89ERS にとって、いよいよ正念場！今日
21 日から、北仙台の青葉体育館でのホームゲーム 6 連戦に突入
する。迎え撃つ相手は埼玉、群馬、高松と、全勝も見込めるカー
ドだ。とにかく勝つしかない状況の中、司令塔としてチームを牽
引する志村雄彦キャプテンに話を伺った。

―　最近は残念な試合が続いていますが、現在のチーム状況は？
志村（以下Ｓ）　もう少しのところで落とすゲームが多く、非常に苦しい。選手もコーチ
もフラストレーションが溜まっているのは事実です。負けが込んでくると、なかなか前
向きになれないし･･･。それでも、コーチを中心に、ヒカル（日下）や大輔（高岡）さん、
サム（ウィラード）たちと一生懸命話し合っている。チームとしてどうやっていけばい
いのか、ああしよう、こうしようと、練習中もコミュニケーションはよく取れているん
です。絶対これから良くなっていくと思う。チームの雰囲気は悪くないんです。

―　練習内容も、これまでのゲームを反省しながらとのことですが。
Ｓ　ＴＪ（カミングス）が素晴らしい選手なので、どうしてもボールを渡したくなってし
まうけれど、そのタイミングも考えなくてはならない。また彼に頼るだけではなく、彼
が一番いいシュートを打てるような攻撃の組み立ても必要。そして一番は、ＴＪがマーク
されて苦しい時に、他の選手がどれだけ活躍できるかが鍵になってきます。その辺を中
心に練習してきました。

―　ハーグロー選手の加入については？
Ｓ　モウ（ハーグロー）も得点源となり、オフェンスのバリエーションが増えました。
うまくボールを回してどんどんやっていきたいですね。あとは試合のペース配分。最近
は試合後半で失速してしまうケースが多いので、司令塔としてしっかりコントロールし
なくては。4Q の勝負どころでＴＪやモウ、他の選手が生き生きプレイできるような展開
にしていきたいです。

―　今週から始まるホーム 6連戦。どう戦っていきますか？
Ｓ　埼玉、群馬、高松と厳しいスケジュールだけれど、相手としては望むところだし、ホー
ムゲームアドバンテージもあるから絶対勝たないといけない。そして全部勝てれば、上
に進むチャンスをぐっと引き寄せられる。とにかく一つずつ、確実に取るつもりでいき
ます。

―　具体的な戦略は？
Ｓ　うちのエースがＴＪということ、そしてモウでも得点できることはチーム内で了解
済み。ただ彼らを生かすためには、周りの選手が頑張らなくてはいけません。今回は特に、
タイトなスケジュールでの 6 連戦なので、ベンチも含めた総力戦で戦うつもり。試合ご
とに違うヒーローが登場するような、そういうチームになっていければいいですね。う
ちのチームは高いポテンシャルを持っている選手が多いけれど、まだ大人しい。起爆剤
になってくれる選手に出てきてほしいし、みんなで弾けたいですよね。

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。

＜ピアスHC談＞

―　志村選手はこの 2月に 30 歳の誕生日を迎えました。20代を振り返ると？
Ｓ　若いから許される部分もあったと思うけど、失敗を恐れずにがむしゃらに走ってき
て、うまくいかないことも沢山経験しました。でも、その上で今の自分があると思う。
若い頃よりも今の方が貪欲だし、成長している感覚もあります。

―　これから 30代の目標は？
Ｓ　歳を取ったからといって楽な道を選んだり、保守的になったりするのは不本意。こ
れからも常にチャレンジしていきたいです。バスケをいつまで続けるという目標よりは、
目の前のこと一つ一つを確実にこなし、成長していきたい。そしていざという岐路に立っ
た時も、前向きに決断できるようにしたいです。ただ、一番の目標は、仙台に戻ってか
ら上に行けていないので、とにかく勝ちたいですね。これから全力でいきますので、応
援よろしくお願いします。

―　ありがとうございました。（2月 14 日取材）

いよいよ正念場、 ホーム 6 連戦に突入！



ように練習ができなかった時期を乗り越え、全国への切
符を手にしました。
この大会、今から 18 年前の優勝チームは、志村選手が
所属していた泉中央バスケットボール教室でした。そし
て準優勝チームは日下選手が所属していた仙台桜丘ミニ
バスケットボール教室。将来の 89ERS を担うプレイヤー
が毎年がんばっています。山王ミニバスケットボールク
ラブのみなさん、全国大会での活躍を期待しています！

来月 23 日（土）･24 日（日）、仙台 89ERS では「サッポロビール三
陸復興支援シリーズ」として、東日本大震災の被災地の一つであ
る宮城県南三陸町でホームゲームを開催します。「バスケットボー
ルを通じて、被災地のみなさんに元気やパワーを届けたい」との
思いから、被災地でのホームゲーム開催を決めた今季。昨年 11 月
の気仙沼開催のように、地元のみなさんにプロバスケットボール
を楽しんでもらいたいと、選手たちも意気込んでいます。
先日、中村球団代表、志村選手、カミングス選手の 3 名が、開催
に先駆けて佐藤仁南三陸町長を表敬訪問しました（写真）。仙台で
のホームゲーム開催時に、ブースターのみなさんから南三陸のみ
なさんへのメッセージを書き入れていただいたフラッグも無事に
お届けしました。試合に駆けつけることができない仙台のみなさ
んの思いも、きっと届いたはず。志村選手は「プレイオフ進出に
向けて、負けられない大事な試合。それまでの試合を連勝で突っ
走り、いい状態で南三陸に来たい。復興に向けて頑張っている人
たちに諦めずに戦う姿を見せたい。」と意気込みをお話すると、佐
藤町長からは「初めてプロバスケットボールを観る町民も多いの
で、いい試合で元気づけて欲しい」と熱いお言葉をいただきました。

志村選手にとって南三陸町は “第二の故郷” のような場所だと
言います。小学生、中学生の頃、毎年夏の合宿で訪れていた南
三陸町志津川は、チームメイトと一緒にどっぷりとバスケに浸
かれる幸せと、三陸のおいしい海の幸をたんまり食べられる幸
せと・・・楽しい思い出がたくさん詰まっている思い出の場所。
震災後、初めて訪れた一昨年の 7 月。見慣れた風景のかけらも
ない様子を目の当たりにし、「言葉を失った」と志村選手。プ
ロバスケットボール選手としてできることに全力で取り組もう
と心に決めたそうです。たくさんの辛い思いを乗り越えて復興
へと邁進する町民のみなさんに、「バスケットを通じて少しで
も楽しい時間を過ごしてもらえたら」と、当日をとても楽しみ
にしています。
当日は、南三陸町および近隣地域のみなさま 1,500 名様（両日
とも）を無料でご招待。（詳細は対象となる地域の各世帯にご
案内をお届けしております）。多くの人の心に残る 2 日間にな
るよう、選手もスタッフも力を尽くします。南三陸町のみなさ
ん、どうぞよろしくお願いします。
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～山王ミニバスケットボールクラブとともに～

～南三陸のみなさんとともに～

今日21日から怒涛のホーム６連戦！

全国の大舞台でがんばれ！

ホームゲームを南三陸で初開催

●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）

登録は簡単！
こちらのQRコードを読み取ってアクセス！

仙台89ERS公式携帯サイト
スマートフォンにも対応！

http://www.nm.89ers.jp までまたは

三陸復興支援

コートサイド S 3,900 円 7,500 円

2,500 円 4,500 円

1,800 円 3,500 円

1,800 円 3,500 円

1,600 円 3,000 円

1,400 円 2,500 円

コートサイド A

コートエンド

アリーナ指定

ブースター自由

2F 自由

席種 ハーフタイム価格 通常当日価格

今季２度目の北仙台ホームゲームは
平日６連戦！お仕事帰りの一杯は、
バスケを観ながらいかがですか？
なんと、ビールは通常の半額、200 円！

会場：仙台市青葉体育館
　　　仙台市地下鉄「北仙台駅」から
　　　北 2番出口から徒歩 5分
　　　JR 仙山線「北仙台駅」から
　　　徒歩 10分

○気仙沼 
　日時：2012年11月17日（土）・18日（日）
　 会場：気仙沼市総合体育館（ケー・ウエーブ）
○南三陸
　日時：2013年3月23日（土）・24日（日）
　会場：南三陸町総合体育館（ベイサイドアリーナ）

〈三陸復興支援シリーズ〉

仙台89ERSでは、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おります。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。

チケット購入は

詳細はこちら　 http://89ers.tstar . jp/top

チケットの購入・引き取りが断然便利に！
ケータイ・パソコンで
 　　　　豊富な席から選んで購入！ナイナーズチケットで！

＜支援内容＞
支援金 　1口 5,000 円
支援内容 ・宮城県南三陸町で開催するホームゲームご来場の子どもに、来場 記念品
　　　　　　として「三陸復興支援シリーズ記念 Tシャツ」をプレゼント
 ・宮城県南三陸町で開催するホームゲーム試合に、開催地および近隣地域に
　　　　　　お住まいのみなさまを 1試合につき 1,500 名様ご招待
支援御礼 ・三陸復興支援シリーズ記念 Tシャツを 1枚進呈
 ・仙台 89ERS オフィシャルサイト特設ページに氏名またはﾆｯｸﾈｰﾑを掲載
申込方法 ・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
 ・ホームゲーム会場「総合案内」
申込期間 2013 年 3月 8日（金）まで

※アリーナ指定、ブースター自由、2F 自由の小中学生料金は、前売価
格での販売となります。
※前半終了後よりチケット売場 (2F 入場口隣 ) で販売を開始します（販
売は第 4クォーター開始まで )。
※他の割引との併用はできません。
※当日、試合会場のみでの取り扱いとなります。

通常 1杯 400 円 ( 税込 ) のところを、
6試合限定 1杯 200 円 ( 税込 ) で販売！
何杯飲んでも 1杯 200 円 ( 税込 ) ！

通常 1杯 400 円 ( 税込 ) のところを、
6試合限定 1杯 200 円 ( 税込 ) で販売！
何杯飲んでも 1杯 200 円 ( 税込 ) ！

〈平日特別企画でビールが半額〉〈平日特別企画でビールが半額〉

〈後半からでも楽しめるハーフタイムチケット〉〈後半からでも楽しめるハーフタイムチケット〉

※なくなり次第、終了いたします。

１月 27 日（日）のホームゲームで、ゲームキャプテンとして試合
開始前に試合球贈呈の大役を務めてくれたのは、多賀城市山王ミ
ニバスケットボールクラブの渡部太良君 ( 写真左 ) と佐藤侃君 ( 写
真右 )。
山王ミニバスケットボールクラブは、昨年 12 月に開催された全国
ミニバスケットボール大会宮城県予選で優勝。
今年３月に東京で開催される全国大会に宮城県代表として出場し
ます。　 震災後、いつも練習していた体育館が避難所になり、思う

わたなべ  たいら なお

復興に向かって　Play for Sendai - Miyagiともに前へ


