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2013-2014 season

新シーズンの開幕まで１カ月余り。我が 89ERS も河内新ＨＣのもと、ディフェンス重視の走れるチームを目指して 10 名のメンバー構成が
決定した。助っ人外国人の合流が待たれるが、日本人選手たちは厳しい暑さの中で、連日練習に励んでいる。一方、彼らに対し、コミュニケー
ションづくりのためにも深い部分を探ろうと、細かなアンケートを実施した。その結果をもとに、彼らの、本当の素顔に迫ってみた。

89ＥＲＳ戦士の素顔に迫る！

シーズンMVP選手や bj 優勝請負人と、頼もしい外国人４選手

巻頭特集

□1984.9.3 生まれ
□198ｃｍ／ 100ｋｇ
□カリフォリニア州（アメリカ）出身

ウェンデル・ホワイト

浜松時代に優勝を経験し、シーズン
MVP、２回のトリプルダブルなど、輝
かしい実績を持つ。５シーズン目の今
季、リーグ屈指のオールラウンドプレ
イヤーは、新生 89ERS の大黒柱となる。

□1983.2.14 生まれ
□160cm／ 65kg　
□宮城県仙台市出身

子どもの頃は「ビッグになる」と夢見たものの、
結局身長はスモールのまま。今はそれを看板に、
ガッツ溢れるプレイでチームを牽引する。余談
だが、試合中は「鼻をほじらないよう気をつけ
ている（笑）」とか。自分の性格は「ポジティブ」、
そして「根暗でもある」と告白。アボガドや甲
殻類が好物、趣味は読書という頼もしきキャプ
テンに、乞うご期待！

この背丈は
絶対に譲れない

志村雄彦選手
□1989.6.18 生まれ　
□191cm／ 85kg
□福島県出身

靴を右足から履くことでゲンを担ぎ、試合前に
は目を閉じ深呼吸。「自分はもっと伸びる」との
信念でルーキーシーズンに挑む。寝ることが好
きで、特技もストレス解消法も「寝ること」と
言い、なるほど寝る子は育った。バスタイムは
30 分以上かけて寛ぎ、これも成育に有効だっ
た？！ 20 年後は、バスケットコートがある家に
住んでいる予定だ。

プロになるのは
子どもの頃
からの夢

菊池真人選手
□1986.10.25 生まれ
□184cm／ 72kg　
□青森県出身

ライバルは己、好きな言葉は「全力」、バスケ人
生で一番悔しかったのが負けた試合。一見、禁
欲的な猪突猛進型のようだが、その実、「休日は
ぐだぐだ・・」、生まれ変わるなら「広い空」、「コ
ンビニではついアイスを買ってしまう」、不思議
夢見系スイーツ男子？！それでも「吸収できる
ものは全て身につけていく」と、向上心に燃え
ている。

野上淳史選手

必殺技は
120％の
笑顔です

□1983.5.22 生まれ　
□180cm／ 75kg
□東京都市出身

バッシュは「底が固いエアージョーダン」にこ
だわる、チームきってのクールなシューター。
しかし一番嬉しかった試合は「たくさんある」、
一番悔しかった試合は「もっとたくさんある」と、
内面は熱い。自他ともに認める「人見知り」で、
必殺技も「人見知ること（笑）」。プチ自慢は良
き家族、お気に入りのリビングでコーヒーを飲
むのが幸せタイムだ。

好きな食べ物は
蕎麦とたこ焼き

新井靖明選手
□1990.7.4 生まれ
□170cm／ 73kg
□宮城県仙台市出身

地元仙台生まれの仙台育ち。89ERS といえば「黄
色！ジンギスカンダンス！」と、憧れのチーム
でバスケができる喜びが弾ける。尊敬する人は
両親、初めての給料は「両親にご馳走する」と
のことで、実現できたかな？朝食はご飯派、最
後の晩餐は「焼肉食べたい」という元気男子でも、
「虫が嫌い」「おばけが怖い」と、可愛い一面も。

いつか
世界遺産を
巡りたい

佐藤文哉選手
□1990.7.23 生まれ　
□181cm／ 79kg　
□千葉県出身

プロ選手となって、子どもたちの目標になれる
よう心がける。この世で一番好きなものが「家
族や友人」、この世で一番怖いのが「独りになる
こと」と、見かけに似合わず淋しがりやかも。
おまけに「実は、ほっぺたフェチなんです」と
打ち明ける。「初心忘れるべからず」が座右の銘、
今後はシュート力とメンタル面を磨いて突っ走
るという。

プチ自慢は
手が長いこと
（194cm）

和田保彦選手

□1983.10.30 生まれ
□211ｃｍ／ 98ｋｇ
□イリノイ州（アメリカ）出身

ジェームス・ヒューズ

ウィングスパンが 220cm と、長い手で
のシュートブロックが武器で、これま
でいくつもの記録や受賞歴を持つ。新
チームでもディフェンスの最終戦線、
ゴール下の番人として活躍するはず。

□1988.11.9 生まれ
□203ｃｍ／ 93ｋｇ
□カリフォルニア州（アメリカ）出身

トラベル・ジョーンズ

アウトサイドの選手ながらサイズがあ
り、図抜けた運動能力が魅力で守備範
囲も広い。24 歳と若く、プロキャリ
アは浅いものの、それだけ伸びしろが
あり、可能性は未知数だ。

□1981.12.12 生まれ
□203ｃｍ／ 110ｋｇ
□イギリス出身

ジャーフロー・ラーカイ

巨漢を生かしたパワープレイが持ち味
で、2Pが54.5％と高確率。b j リーグ４
シーズン中、頂点を３回経験している
優勝請負人だ。浜松時代のチームメイ
ト、ホワイトとのケミストリーも良好。



89ERS を支えるスポンサーのナマの声

全国を駆ける 89ERS と共に、
首元のロゴで応援！

間橋ＧＭに聞く　新チームの構成と現状

―山内英靖代表取締役社長に聞く
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仙台 89ERS 初の国際試合開催迫る！

b jリーグ 2013-2014 東北カップ開催決定！

ホーム開幕戦チケット
9月 1日一般発売開始！ エッティンガービール日本発売記念 

やまやプレゼンツ
日本・ドイツ国際親善試合

■日時　9月 8日（日）
　　　　開　　場／ 14：00
　　　　試合開始／ 15：00
■会場　ゼビオアリーナ仙台
　（仙台市太白区あすと長町 1-4-10）
■チケット
ナイナーズチケット
http://89ers.tstar.jp/
コンビニ各店で販売中！

【開催概要】
■日時　　　10月 11日（金）　19:30 試合開始
　　　　　　10月 12 日（土）　16:30 試合開始
■対戦　　　群馬クレインサインダーズ
■会場　　　ゼビオアリーナ仙台（仙台市太白区あすと長町 1-4-10）
【チケット販売概要】 
■座席・価格

お問合せ　022-215-8138   仙台 89ERS 公式サイト http://www.89ers.jp/

■対戦　参加 4チームでのトーナメント戦
■日程
○9月 21 日 ( 土 )　
開場／ 13:30　開演／ 14:15
1 回戦 A 試合開始 15:00　秋田 vs. 青森
1回戦 B 試合開始 18:00　岩手 vs. 仙台
○9月 22 日 ( 日 )　
開場／ 10:30　開演／ 11:15
3 位決定戦 試合開始 12:00
優勝決定戦 試合開始 15:00
■会場　岩手県営体育館　
( 岩手県盛岡市青山 2-4-1)
■チケット　コンビニ各店で販売中　
※チケットの詳細は岩手ビッグブルズ公式サイト
（http://bigbulls.jp/blog/2013/08/post-69.html）
でご確認ください

2013-2014 シーズンより参入した青森ワッツを
加え、秋田ノーザンハピネッツ、岩手ビッグブルズ、
仙台 89ERS の東北 4チームで行います。

仙台 89ERS は地域に夢と力を与えるプロチーム。当社はこれまで、ホームゲームに「やまや
デー」を開催して盛り上げてきました。そして近年は、ｂｊリーグの参加チームが増え、当
社も全国に 300 店以上のグループ店舗ネットワークが拡大。そこで今季は、ユニフォーム
の首元にやまやロゴを入れ、試合を通して全国に仙台 89ERS を応援するやまやをアピール
していこうと思っております。
また 9 月 8 日には、国際親善試合を協賛。ドイツのバスケットボールはレベルが高く、招致
するエッティンガー・ロケッツ・ゴタも国内第２レベルのリーグながら、かなりの実力が
ある。今ゲームでもきっとスーパープレイが観られるでしょう。

「今季の日本人選手は、志村のスピードと体力に負けない、ディフェンス面と体幹が強い選手を選んだ」とのこと。
元気な若手、特に和田と佐藤には期待がかかる。
外国人選手は「個人能力が優れた２人を、日本で実績のある選手から選び、他はディフェンス面などを考慮」した。
浜松時代のチームメイトとして優勝経験もあるホワイトとラーカイは、「申し分がない」と即決。３人目は、リーグ
ワースト３の昨季の反省からブロックショットを強化、４人目は運動能力と若さに賭けた。９月８日の国際親善試
合に向けて、来日の予定となっている。
日本人選手は「いい練習ができ、すでにチーム作りを進めている」そうで、フォーメーションを確認し、大学生らと
練習ゲームを繰り返してシステムを徹底中。ただ、試合中に若手選手がバテてしまうことも多い。「彼らにプロのメ
ンタリティーやフィジカルが備われば、もっとムードが良くなり、面白くなるはず」とのことだ。
国際親善試合、そして東北カップもすぐ。ＧＭは、「シーズンにつながる東北カップは是が非でも勝ちに行く」と、
きっぱり締めくくった。

国際親善試合のスーパープレイに、
乞うご期待！

バスケットは冬の屋内スポーツですが、私は同じウィンタースポーツでもス
キーが得意。一級インストラクター資格を持っていますが、がんがん滑った
のが学生時代で、今は趣味程度に楽しく雪と遊んでいます。
来る2013-2014シーズン、89ERSには昨年のベガルタ、今年の楽天に続き、ぜ
ひ上位の成績をおさめてほしい。できれば優勝を目指して頑張ってくださ
い。会社をあげて応援します。

ベガルタ、楽天に続き、
89ERS も上位に食い込んでほしい

当社も、長年の実績とノウハウ、お客様からの信頼を基盤に、常に創造と革新にチャレンジ。特に今年は、宮
城の方ならご存知のとおり、伊達政宗公の命で渡欧した支倉常長の功績による、スペイン交流 400 周年の
年です。やまや各店では、フルーツジュースのドン・シモン、スパークリングのカヴァ、オリーブ、冷製スー
プ、乾燥野菜など、スペインの食材を豊富に揃え「スペインフェア」を開催して祝ってまいります。
ぜひ、ドイツと同様、スペインを身近に感じてく
ださい。

常に創造と革新にチャレンジ。
今年は「スペインフェア」を開催

1952 年創業、1970 年株式会社設立。「流通・販売の合理化を実現し、
消費生活の向上を通じて社会に貢献する」を経営理念に、酒類、食品
類等を輸入、小売、卸売り、及び通信販売。グループ店舗 303 店舗、
グループ従業員 2669 名（各 2013 年 3月末現在）、年間売上高（連結）
1198 億円（2013 年 3月期）。
■( 株 ) やまや本社／宮城県仙台市宮城野区榴岡 3丁目 4番 1号 
　　　　　　　　　  アゼリアヒルズ 19F      TEL022-742-3111
■やまや関西 ( 株 ) ／大阪府箕面市　
■やまや商流（㈱）／宮城県仙台市
■大和蔵酒造（㈱）／宮城県黒川郡大和町

株式会やまや

仙台 89ERS　vs.　
エッティンガー・ロケッツ・ゴタ

チケット好評発売中！

間橋健生ＧＭ

■購入方法

○WEB
 [ ナイナーズチケット ]
★座席を選んで購入できる！

http://89ers.tstar.jp/
○店頭
ぴあスポット、コンビニ各店

○電話
河北チケットセンター
（022-211-1189）ほか

前売り券がお得だよ～
早めにゲットしてね～

8月 19 日（月）合同記者会見の様子


