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生年月日        1990 年 2 月 17 日
出身地        ミズーリ州（アメリカ）
身長 /体重      203cm/105kg
経歴                  2008-2011    ワシントン州立大学（NCAA）
                           2011-2012    アンタルヤバスケットボールクラブ（トルコ）
   　　　　　　　                  TED Kolejliler アンカラ（トルコ）
                           2012-2013    仁川電子ランドエレファンツ（韓国）
                           2013-2014    ソウル三星サンダーズ（韓国）
        　                　　               仙台 89ERS

ディアンジェロ・ハミルトン
Deangelo HAMILTON

F

巻頭特集

上昇気流に乗ってプレイオフへ、そして有明へ。

２位、３位ではＮＧ。日々努力し、優勝を目指す！

頼もしい助っ人、ハミルトン選手に期待！

間橋ＧＭが語るチームの今、そして明日一つになったチームが、高い目標へ突き進む。

―89ERS に加入して半月経ちました。印象は？
チームが一つの家族のような雰囲気。こちらに来て慣れないことばかりだけれど、練習でメ
ンバーに会えば、みんな優しく接してくれます。自分は、チームの支えのお陰でやれている
と思う。
―初めてのホームゲーム、新潟戦では連勝に貢献しました。
貢献できたかどうかはわからないけれど、みんなが私を信じて受け入れてくれているのが分
かった。問題なくコミュニケーションがとれ、自分もすんなり入れて良かった。
―ハミルトン選手の持ち味は？それを、どう発揮してしきますか？
自分としては、ディフェンスでのハッスルしたプレイが持ち味の一つ。ルーズボールに飛び
込むし、リバウンドやブロックでも頑張る。得点にからめなくとも、ディフェンスでエネルギー
を出して、自分が身体を張って行くことでチームに士気を与えられたらいいと思います。
―オフェンス面では？
自分はインサイドの選手なので、当然ゴール下の強さが求められている。チームの連携が取
れてきているので、これからはシュートを打つ場面もどんどん見せていきたい。
―ＨＣから、何か指示はありましたか？
特にないけれど、コーチは私のプレイを認めた上でチームに呼んでくれたはず。だから、こ
れまでの自分のプレイスタイルで精一杯やっていきたい。そして、どの選手も求められてい
ると思うけれど、一つ一つのプレイをもっともっと磨いていこうと思う。
―これから勝ち進んでいくための課題は？
個人でもチームでも、とにかく毎日の練習を無駄にしないこと。常に、一つずつでも、いい
状況を心がけてプレイすること。日ごろからの向上心が、勝利へのカギになると思います。リー
グ２位や３位ではダメ。自分もみんなも優勝を目指しているので、そのためには日々の努力
が絶対に欠かせないでしょう。
―初めての日本、仙台。住み心地はどうですか？
まだ知らないことが多いけれど、日本人はみんな優しいし、仙台は住み心地がいいですね。
治安が良く、出歩いても心配がないので、時間に余裕ができたら、街歩きにも出てみようと思っ
ています。
―ブースターにメッセージをお願いします。
EVERYBODY　DANCE　ＮOW！（笑）                                                   （2 月 26 日取材）                                                                                    
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青森で連敗してしまった後、選手たちは徹底して話し合った。それまではミスがあっても「ドンマイ」で済ませていたが、今
後はどこにミスがあったかを追求し、はっきり言い合おうと決めた。翌週の新潟戦は、ブースターの後押しも大きかったが、
格上を相手に連勝できたのは、ミーティングでチームが一つになった成果もあるだろう。シーズンも終盤を迎え、オフェンス
面では応用力が必要になってきている。やりたい攻めができない時にどう動くか。いわゆる表ではなく、裏の動きをスムーズ
にできるよう練習している。逆にディフェンスは、相手にそれをやらせないようにしたい。加えてディフェンスでは、もっと
声を出してコミュニケーションを取るべきだ。声を出すことで連携が広がり、シフトもしやすくなる。今後の課題として、無
駄になってもいいから、これまでの 10倍、20倍声を出そうと決めた。いま８位に甘んじているのは、これまで何人かの故障
者が出てしまったことが原因。うちは全員の戦力がそろえば勝てるチーム。プレイオフ進出だけを目指すのではなく、目標は
もっと高いところに置いている。体調管理を万全にして、自信を持って望みたい。いつも助けていただいているブースターの
皆さんには、言葉に言い表せないほど感謝しています。残りの試合も、ぜひ一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。

　＃３４　ディアンジェロ・ハミルトン

いよいよレギュラーシーズンも終盤に入り、我が 89ERS はいまだプレイオフ進出争い
の渦中という状態が続いている。それでも、今年初めてのホーム連勝、新加入ディア
ンジェロ・ハミルトン選手の好調ぶりなど、チーム上昇の兆しは見えてきた。今回は、
頼もしいばかりの助っ人、ハミルトン選手に、勝利への意気込みを伺った。　



89ERS を支えるスポンサーのナマの声

ボクのオフショット

挑戦と創造。ぜひ勝ち続けて、
ステップアップを！ ―佐藤秀之　東北支社長に聞く
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89ERS のゲームを間近に観戦し、感動しました。小柄な志村選手や佐藤選手の速さ、胸板の厚さ
や二の腕の太さも凄い。外国人選手の高さを生かすコンビネーションプレイも見事。志村キャプ
テンの強いリーダーシップやパッションも伝わってきましたね。バスケが身体を張ったコンタク
ト（接触）スポーツということも改めて実感しました。
私は東北大在学中、アメリカンフットボール部に所属。創設２年目で、チーム作りにも関わりまし
た。プロも同じと思いますが、スポーツチームはとにかく選手のリクルーティングと、スタッフを
充実させることが大原則。相手チームを偵察し、戦略を綿密に立てなきゃいけない。そんなことを
思い出しながら、89ERS にもぜひ頑張ってほしいと応援しました。

アメフト経験者としても、プロバスケの迫力に感動

三井物産は東北を、“日本を変えていくイノベーションの発信基地”と捉えた
取り組みを進めています。商社としての新しいビジネス、例えば津波被災地
でいち早く手がけた｢東松島 “絆” ソーラーパーク｣。また地元企業や八景島
シーパラダイスさんと共に進める仙台水族館は、来年春のオープンを目指し
て建設中です。復興支援も含め、東北を起点に、日本を元気にして行きたいで
すね。
東北は、自然豊かで食べ物は美味しく、温泉も多い。ただ、奥ゆかしい東北人
は、それをアピールしようとはしません。でも、外から人を招いて交流すれ
ば、今よりもっと楽しいことが待っているかもしれない。弊社はそこを見極
めながら、より良い方向へ、地域とともに歩んでまいります。

新しい “仙台水族館” への参画などで、
東北を元気に

また弊社は今年、“観光業にチャレンジ”というテーマを掲げました。単なるサイトシーイングではない、人と人とが
交流する観光。新設する仙台水族館もこの中に入るでしょう。
89ERS のゲームでは、ブースターが色々体験する機会もあり、チームとの一体感を強めているようです。新しい水族
館がオープンしたら、アシカとのフリースロー合戦など、多彩なコラボ企画もぜひお願いしたいと思います。89ERS
には、もっともっと地域に愛されるチームになってほしい。そのためには、地元との繋がりを深め、勝って強くなら
なくては。ぜひ一緒に上を見据え、ステップアップを目指しましょう。

山に魅了されたのは仙台に来てからなので、山歴 3年目です。山登りは僕にとって究極の癒
し。厳しい環境に身を置くので疲れますが、身も心もリセットできます。山への登り方は人
それぞれ。どんな登り方でも登り続ければ必ず〝頂〟に立てる。チームと一緒だなと思いを
はせながら山と向き合っています。東北の山は全部登り尽くしたいですね。

地域に愛される 89ERS と共に、地域のために交流促進

「挑戦と創造」をテーマとする総合商社。世界各地から提示される課題やニーズに応え、多
彩なビジネスを構築し、新たな価値を創出。（1876 年（明治 9年）：旧三井物産創業、1942 年：
連合総司令部 (GHQ) 指令で解散、1959 年 : 旧系列会社が合同して三井物産株式会社創立）
◎主な事業内容：鉄鋼製品、金属資源、プロジェクト、機械・輸送システム、化学品、エネルギー、
食糧、食品事業、コンシューマーサービス、次世代・機能推進の各分野において、全世界に
広がる営業拠点とネットワーク、情報力などを活かし、多種多様な商品販売とそれを支える
ロジスティクス、ファイナンス、さらには国際的なプロジェクト案件の構築など、各種事業
を多角的に展開　
◎資本金 341,481,648,946 円 (2013 年 9 月 30 日現在 ) ／ 売上高 8,346,656,000,000 円（平
成 26 年 3 月期第３四半期の連結業績）／従業員数 6,167 名 ( 連結従業員数 45,148 名 )(2013
年 3月 31 日現在 ) ／事業所数 147（国内 12・海外 135）(2014 年 3月 1日現在 )

■所在地
本社／東京都千代田区大手町 1-2-1　TEL 03-3285-1111
東北支社／宮城県仙台市青葉区一番町 3-7-1　電力ビル本館 4階　TEL 022-264-5022

三井物産株式会社

●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324円（税込）

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
スマートフォンも対応！

http://www.nm.89ers.jp まで
または

登 録 は 簡 単！

選手、スタッフが自ら撮影した写真を紹介する新連載。ジャンルはフリー。
オフの顔が垣間見えるかも？ちょっと覗いてみましょう！

僕の心の支え、愛犬のダン。3歳の女の子です。名前は「ダンク」から来ています。大学時代バ
スケ部の仲間達によって名づけられました。一番の理解者であり話し相手なので、家に帰る
と今日あったことを報告してますが、ダンはいつも無反応（笑）でも、出掛けるときは寂し
がってぐずるんですよ～（照）可愛く可愛くて、ついついギリギリまで戯れてしまいます。

【  連  載  】

雪辱を晴らせ！  首位秋田との東北ダービー

あすと長町のバスケットボール専用コート、
HALEOドームで実施している 
「仙台89ERSバスケットボールスクール」の
2014年度の概要が決定！ 
2014年度も4歳児～中学3年生を対象にバスケッ
トボールの楽しさを伝えていきます！仙台89ERS
の選手たちと同じコートで練習して、ステップ
アップしよう！

☆時間割など詳細はHALEO ドーム公式サイト（http://89ers-dome.com/）でご確認ください

■月謝        キッズクラス　　5,400 円 ( 税込 )
                     小学生クラス　　5,400 円（税込）
                     中学生クラス　　6,480 円（税込）

■会場        HALEO ドーム（仙台市太白区あすと長町 1-4-30）

※新規入会の場合、ボール及びウェアの
購入費用として別途 10,800 円 ( 税込 ) が
発生します

2014-2015 シーズン　仙台 89ERS ホームゲーム観戦無料！
※仙台市内開催の試合に限ります

2014 年度スクール入会特典

春の無料体験スクール実施中！  まずは体験してみよう！お気軽にお越しください！ 
■お申込み・お問い合せ      HALEO ドーム　TEL:022-399-3820（平日 15：00 ～ 23：00 ／土日祝 12：00 ～ 22：00 ／金曜定休）

【実施期間】5月末日まで

遠田
寅彦
ＴＲ

和田
保彦
選手

詳細はこちら　 http://89ers.tstar.jp/topチケット購入は 89ers Ticket
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！

■開催日     3月29日(土) 18：00試合開始　
                      3月30日(日) 14：00試合開始　
■会　 場     仙台市体育館（地下鉄富沢駅より徒歩5分）

次回の仙台市内開催は、今季まだ勝ち星がない首位秋田と
の東北ダービー。二連勝で雪辱晴らします！今季オールス
ターＭＶＰ・富樫選手と我らが〝最強ガード〟志村選手の
ポイントガード対決にご注目ください！

2014年度
仙台89ERSバスケットボールスクール
スクール生募集開始！    
春の無料体験スクールも実施中！

仙台 89ERS を応援いただいているみなさまへ
東日本大震災から3年が経ちました。
これまで仙台89ERS にご支援いただいた全てのみなさまに感謝申し上げるとともに、被害に遭わ
れたみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。
被災地の皆さまが今まで通りの生活を取り戻せるよう、一刻も早い復興を、心よりお祈り申し上げ
ます。
今後もｂｊリーグ、仙台89ERS はバスケットボールを通じて笑顔と勇気を皆様に届けられるよう
努めてまいります。

震災から 3年が経ち震災以前の生活に戻りつつりますが、
まだなお、以前の生活を取り戻せていない方々が大勢いるのが現
状です。
宮城・仙台を代表する球団として、常に皆さんの希望の光となる
よう前向きに戦っていきます。

キャプテン　志村雄彦選手よりメッセージ


