
チームの今、そして、その先は !? ―  間橋ＧＭに聞く

巻頭特集

意識改革を図って、89ERS らしいゲームをすれば勝てる

気持ちを込めて、スローガン “Play for SENDAI-MIYAGI ～ともに前へ～” を徹底

チームが新体制になって 1カ月が過ぎ、レギュラーシーズンは 10 試合を残すだけとなった。わが 89ERS は、
プレイオフへの道筋が見えながらも、なかなかコマを進めずにいるのが現状。これを打開して、ブースター
へ喜びの通行手形を届けられるか否か・・・。HC代行を兼任する間橋健生GMに話を伺った。

―　なかなか順位を上げられませんが、最近のチーム状況は？
間橋（以下Ｍ）　私が HC 代行になる以前からですが、選手たちは相当ネガティブな状態。精神的な部分が大
きく、意識改革が必要ですね。メンタルトレーニングも行っていますが・・・。

―　代行初の群馬戦は、全員出場で気持ちよく勝つことができました。
M　あの試合は、再スタートの意識づけのために、勝負に関係なく全員を出そうと決めていたんです。たま
たま出だしで自分たちのリズムをつかめ、流れに乗ることができた。僕はタイムアウトを1つ取ったぐらいで、
ほとんど何もしていません。チームとして、やればできるのです。

―　前ＨＣの方針から、変えたことはありますか？
M　システムは変えていません。僕がやらなければならないのは、選手の精神状態を良くすること。そのた
めにちょっとした修正は加えていくつもりです。

―　具体的には？
M　例えば、ＴＪ（カミングス）が中心の攻撃は変わらないが、これまではディフェンスがマークして狭くなっ
ているインサイドに無理にボールを入れようとして、ストレスを貯めていた。「外からのシュートを積極的に
狙いなさい。ディフェンスが広がれば、中のＴＪも気持ちよくプレイできる」、と声をかけました。基本的な
ことだけど、そこから可能性が膨らみ、選手たちのモチベーションも変わってきたようです。そんな程度の
修正を、少しずつ・・・。

残り１０ゲーム、勝って勝ってプレイオフ進出だ！

―　これから残りの試合をどう戦っていきますか？
Ｍ　プレイオフ進出のためには、全部勝つつもりでチーム一丸となって突き進まないといけない。でも、勝
ち負けは当然出てくるでしょう。それよりも選手たちには、チームスローガン「Play for SENDAI-MIYAGI ～
ともに前へ～」を思い出してもらいたい。勝つことも大事だけれど、気持ちの入った試合をして、子どもた
ちを勇気づけ、地元の人々を笑顔にすることを、しっかりやりたい。そういうチームになれるよう、努めて
いきます。

―　ブースターにメッセージを。
M　本来の仙台 89ERS らしい試合をたくさん観ていただけるよう頑張ります。応援をよろしくお願いします。

―　ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3月 13日取材）

一試合一試合、しっかり自分たちの手
で勝利をつかむこと。そのために練習
の質を追求して、少しずつでも確実に
レベルアップしていきたい。試合では
パスのリズムからのチャンスメークを
ものにしていく
――副キャプテン　#17 日下光

アウェイでの連勝に続き、今度もしっかりチー
ムで勝つ。そのために必要なことに集中し、プ
レイオフへの流れに乗りたい。まずリバウンド、
そしてディフェンス、オフェンスとしっかりや
り抜く ――#0 サム・コールマン

素晴らしいゼビオアリーナで、自分たちらしいバス
ケットをしたい。個人的には数字に残らなくても、ディ
フェンスを徹底し、相手が得意なプレイをさせないよ
うにする。多くの応援を力に変えていきたい
――#7薦田拓也

ゼビオの空間でできる喜びをバネに、勝利を呼び込みた
い。激しいディフェンスから相手のミスを誘うような全
力プレイをし、ベンチでもチームを盛り上げる。熱いブー
スターに、結果で恩返しします――#8下山大地

相手はどのチームでも同じ。一つ一つのプレイをベンチも
含めた全員が集中して戦い、ミスを最小限に食い止める。
時間が与えられたら、100％の力でチームの勢いにつなげ
たい――#10 阿部一貴

プレイオフを目指す上でも、ぜひ秋田戦の勝利をブースター
に届けたい。コートに立ったら、少しでもチームにプラスに
なれるプレイをして勝利に貢献。チーム一丸のパフォーマン
スを表現できれば――#9野上淳史

秋田は前回の星を取り返すために
気合を入れてくると思うので、負
けないよう強い気持ちで立ち向か
う。いいプレイを呼び込み、得点
もするプレイメーカーとして、
アグレッシブに動き回りたい
　　　――#11 モーリス・ハーグロー

もう負けられない試合ばかりなので、全力で
ぶつかり、チームの勝ちにつなげたい。得意
の外角シュートに結びつけるためにも、ディ
フェンスから身体を張っていく。いつも力
になる応援をありがとうございます  
――#21 新井靖明

次は僕が以前所属していた秋田相手だけれ
ど、個人的な感情は封印して戦う。イベント
でチケットを手渡した方を含め、観に来てく
れる多くの被災者にいい試合を見せられるよ
う、一生懸命プレイします
――#25 ティージェイ・カミングス

得点力が高い秋田には、ディフェンスを徹底して攻撃の芽を摘む
必要がある。リバウンドを取ることが課題で、チームメイトとコ
ミュニケーションを図り、チャンスがあれば得点に絡んでいく
――#34 サム・ウィラード

ゼビオアリーナでの秋田戦から終盤に賭ける！ “誓い”＆“意気込み” メッセージ
うちはどこからでも点が取れるので、そこにうまくパスを供
給するのが僕の仕事。ゲームをコントロールしながら得点
でも貢献する。プレイオフに滑り込み、長くチームを牽引
する間橋さんへの感謝をカタチにしたい
――キャプテン　#4志村雄彦

今は相手がどうこうというより、自分たちらしいゲームを
することが大事。勝ち星を重ねて自信を回復し、プレイオ
フ進出が叶えば、チームは爆発するはず。オフェンスにも
積極的に絡んでいきたい――副キャプテン　#12 高岡大輔



３月９日（土）、石巻市立大川中学校の卒業式と閉
校式に卒業式に89ERSチアーズが出席させていた
だきました。仙台 89ERS が初めて大川中学校を訪
問したのは震災後の2011年５月。その時の出会い
が、震災から２年が経過した今でも続いています。
震災は、子どもたちからたくさんの大切なモノを
奪いました。辛く悲しいできごとがたくさんあっ
たと思います。だからこそ、震災を乗り越えてい
く中で生まれたこの出会いを、お互いに大事にで
きるのかもしれません。

同じ日に閉校式も行われ、石巻市立大川中学校は
６６年の歴史に幕を閉じました。    閉校記念誌に
は、ともに歩んだ２年の記録が、しっかりと刻ま
れています。 
「卒業しちゃうし、閉校しちゃうけど、これから
もよろしくお願いします」。そう話してくれた生
徒のみなさんとの絆を、いつまでも大切にしてい
きたいと、改めて感じた一日でした。

  

いよいよ今週末、今季最後のゼビオアリーナ仙台でのホームゲーム！

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

勝つためにはブースターの激励が不可欠。
チャンピオンになるまで応援し続けましょう！ 株式会社ボディプラスインターナショナル

デービット ホルトン代表取締役に聞く

弊社は日本国民の身体的、精神的な健康促進にフォーカスした事業を展開していま
す。教育現場やスポーツ施設などで、サプリメント「ＨＡＬＥＯ」や「バルクスポー
ツ」等を提供。「チャレンジ」を企業理念とし、質を下げたり妥協したりせずに、常に
立ち向かいます。私たちは広い視野と透明性のある企業力、そして熱い闘志を武器
に、スポーツやエクササイズに関わる全ての人にポジティブな利益をお届けできる
よう邁進しています。
HALEO ドームは東北唯一のバスケットボール専用コート。89ERS はここでプレイ
し、仙台のスポーツ文化やバスケットボールの発展に寄与しており、そのことは賞
賛されるに値すると思っています。

HALEO、バルクスポーツ等のサプリメントでアスリートを応援
89ERS は、選手もスタッフも自分たちの仕事に情熱を持っています。でも、チームを
長く存続させ、地域に根付かせていくためにはチャンピオンシップを獲得しなくて
はなりません。そのためには戦闘的メンタリティを強化することも必要でしょう。
仙台はプロスポーツのサポートが素晴らしく、89ERS のブースターも例外ではあり
ません。熱い応援は勝利を呼び込みます。もっともっと会場に結集し、89ERS が優勝
するまで、激励と応援を続けましょう。

地域のためにも、戦闘的メンタリティを強化して” 優勝” を！

私は 89ERS のチームのファンというよりは、選手たちの人間性のファン。何人かの
選手と知り合い、地元仙台のためにチームが団結し、最高のプレイをしたいという
情熱を感じました。選手もスタッフもフレンドリーで、すぐにスポンサーになりた
くなりました。それを決定的にしたのが、試合のコートサイドに座った時。間近なと
ころで展開するスリリングでスピーディなゲーム、選手たちの真剣な表情にも魅せ
られたのです。バスケットボールは最もエキサイティングなスポーツといえるで
しょう。特に競り合う最後の１分間は最高ですね。
スポーツをすれば身体的、精神的な自己鍛錬ができます。でも私は、スポーツと音楽
は、観たり聴いたりするだけでも、精神面や感情面に有益だと信じています。ちなみ
にカナダで育った私は、アイスホッケー、格闘技、バスケットボール、アメリカン
フットボールなどにチャレンジしましたが、どれも上手くなりませんでした（笑）。

選手の人間性に惹かれ、エキサイティングなゲームに魅せられて

■事業概要／スポーツサプリメントの自社ブランドＨＡＬＥＯ・バルクスポーツの製品開発、製造、販売。
アメリカ製スポーツサプリメント及びスポーツ用品等個人輸入代行、スポーツイベント企画。ジム運営。
■沿革／ 2000 年発足、2002 年（有）ボディプラスインターナショナル設立。その後、アメリカの主
要スポーツサプリメントブランドの日本独占卸売業権獲得。2005 年、Haleo Sports USA 設立、国内生
産のブランドHALEOとバルクスポーツを設立。
2006 年、株式会社へ組織変更。 2009 年、新
本社ビル「アセンドビル」完成。2011 年、バ
スケットボール専用 「HALEO DOME」 ネーミン
グライツ契約締結。同年、アメリカ・サンディ
エゴに HALEO World Wide Inc. 設立。2012
年、『フラッグシップストア HALEO代官山』
と『Reebok CrossFit Daikanyama by HALEO』
オープン。2013 年、HALEOが UFC JAPAN公
式サプリメント提供ブランドに。
■総本社／
仙台市宮城野区小田原広丁 2-1 アセンドビル
TEL：022-792-1736
www.bodyplusgroup.com

株式会社ボディプラスインターナショナル

「夢は、ボディプラスが、触れ合った国内外全ての人々に、
有意義でポジティブな影響を与える会社だと覚えてもらう
ことです」と話す、デービット ホルトン代表

ともに前へ ～石巻市立大川中学校とともに～
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■■■■■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

＜チケット状況＞

予定枚数終了

日時： ３月３０日（土）18:00　（開場 15:00）
 ３月３１日（日）14:00　（開場 11:00）
会場：ゼビオアリーナ仙台
　　　（ 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 ）
対戦：秋田ノーザンハピネッツ
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チケット
購入は

詳細はこちら　

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！
http://89ers.tstar . jp/top


