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さあ有終の美。残り６戦を白星で飾ろう！

チーム力でばく進する、勝利の方程式が見えてきた！

すぐそこにプレイオフ圏内が見えながら、まだ入れずにいる 89ERS。ホーム富山戦、
アウェイ信州戦、ホーム岩手戦と、残りは６試合、とにかく勝ち続けるしかない状況だ。
直近のホームでは、
これまで勝てなかった秋田に善戦し、
２日目は快勝。ここに来てチー
ム力は確実に上がっている。指揮官の河内修斗ＨＣに意気込みを伺った。 （3 月 31 日取材）

常にアクティブに、目前の試合を全員全力で戦う。

河内ＨＣ一問一答

―現在のチーム状況は？
チームとして目指す方向に進んでいます。オフェンスは、やりたいことを全員が理解し、お
互いに特長を活かせている。ディフェンスは相手によって変わるポイントを抑え、ディフェ
ンスリバウンドも良くなった。シーズン中に経験を重ね、いいチームに成熟してきたと思う。
―最近の試合は、志村、ホワイト両選手がベンチスタート？
スタートは若手で思いっきり動いてもらい、大事なところをベテランが締めるという流れ。
志村、ホワイト、ラーカイらがしっかりまとめ、いい循環ができています。リーグ経験も豊
富な彼ら３人はリーダーシップもあって頼もしい限り。
―残りの試合をどう戦っていく？
とにかく結果を残さなくては。そのためには、目の前の試合だけに集中し、全員で全力で戦っ
ていこうと思う。チーム力はどこにも負けないし、
「自分たちのバスケットボールをすれば、
必ずいい試合ができる」と、常に話しています。
―具体的に、次の富山戦は？
首位争いをしている富山なので、かなりタフな試合になるはず。初戦の入り方に注意し、チャ
レンジャーとしてアクティブに動きたい。また城宝選手ら日本人トップのスコアラーがそろっ
ているので、うちも日本人選手のディフェンスに期待したい。
―アウェイでの信州戦は？
長野はブースターが素晴らしいため、ホームコートの雰囲気に飲まれないよう注意する。や
はり初戦の序盤からオフェンス、ディフェンスともアクティブに仕掛けていくつもり。
―最後にブースターに向けて意気込みを。
アウェイも含め、皆さんの力をお借りしてばかりですが、勝利という結果で返します。選手
たちはひたむきなプレイを見せ、コーチの自分は選手たちの頑張りを勝ちにつなげるのが仕
たちひたむきなプレイを見せ、コーチの自分は選手たちの頑張りを勝ちにつなげるのが仕事。
事。責任を持って臨むので、応援をお願いします。
責任を持って臨むので、応援をお願いします。

いざ、最終ダッシュに賭ける！！燃える男たちの声を聞け！
★チャンピオンを取るとスタートした今季。苦しい位置にはいるが、自分たちはできると信じている。それぞれが最
高のパフォーマンスを発揮し、ブースターの力も借りて、頂点へ上り詰めたい。――#4( キャプテン ) 志村雄彦
★とにかく全力を尽くすことを誓いたい。チーム
としても、常にお互いを信じ、総力を出して突き
進めば上に行けるはずだ。ブースターのみなさん
が望んでいるものを、必ず届けられるように頑張
る。――#1 トラベル・ジョーンズ

★プレイオフにブースターを導くのは自分たちの仕事。そ
のために一試合一試合を大事に戦っていく。コーチや志村
キャプテンとの情報共有も万全なので、チームでしっかり
勝ち抜くと約束したい。
―― #41( 副キャプテン ) ウェンデル・ホワイト

★コート上では、記録には残らなくても泥臭いプ
レイを徹底し、走り勝つ。ベンチでは思い切った
声がけで、また練習では試合につながるプレイで
チームに貢献。最後の最後まで食らい付いていく。
――#6 菊池真人

★“優勝” のためには、団結力を高めチームで戦わ
なくては。ディフェンスからリズムを作るチーム
なので、僕がその先頭に立ちたい。89ERS に関わ
る全ての人たちと共に、前進あるのみ！
――#9 野上淳史

★ルーキーシーズンでも多く起用してもらった。
この終盤もＰＧとしてチームを引っ張り、次のス
テップへチームを押し上げたい。みなさんと一緒
に、勝利の喜びを分かち合っていけるよう頑張る。
――#11 和田保彦

★自分がコーチから求められている、“チームにエ
ナジーを注入すること” に全身全霊をかける。コー
ト上でも思い切ったプレイで頑張りたい。最終章
のエキサイティングな試合をぜひ見に来てほしい
――#10 金子宗太郎

★チームはいい状態なので、一丸となってプレイ
オフ進出を果たす。日本人選手の得点も必要になっ
てきている。自分も外角シュートをきっちり決め
なくては。みなさんの後押しもぜひお願いします。
――#14 佐藤文哉

★残りゲームを全勝してプレイオフに進みたい。
チーム全体の質は上がっており、点を取れる選手
も多いので、力を出し切れば絶対勝てるはず。
自分もチームに貢献できるよう全力を尽くす。
――#21 新井靖明

★負けが許されないので、勝ち続けなければならない。自
分としては、与えられた時間を大切に、常に全力でハード
にプレイするつもり。ブースターの後押しにも期待したい。
――#33 ジャーフロー・ラーカイ

★このチームで何としてもプレイオフに行くために、自分がやれる
ことを全部やって行きたい。練習でも試合でも、その局面ごとに全
力で立ち向かって行く。ぜひ会場で。Everybody Dance Now ！
――34 ディアンジェロ・ハミルトン
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ともにプレイオフへ！ ともに有明へ！
クライマックスＰＲ活動を実施しています！
仙台 89ERS では、シーズンクライマックス、会場でより多くの方にご声援を
送っていただけるよう、選手、チームスタッフ、フロントスタッフが週 1 回の
ペースでＰＲ活動を行っています。３月 26 日（水）皮切りに、ホーム最終戦まで
の 5 週間、市内各所で通勤、通学中の方へ試合告知のチラシを配布しています。
勾当台で実施した第 1 回は志村選手、和田選手、ティナが、長町南で実施した第
２回目は河内ＨＣ、佐藤選手、ラーカイ選手が、富沢で実施した第３回目は野上
選手、ハミルトン選手、練習生の菅野くんが中心となってＰＲ。
いずれも、後援会のみなさんをはじめ、ブースターのみなさん、89ERS チアーズ
のメンバーにもご協力いただきました！
朝の忙しい時間帯にも関わらず、笑顔でチラシを受け取ってくださった通勤、
通学中のみなさま、ありがとうございました！
心をひとつに、プレイオフ進出、そして有明を目指して頑張ります！

【今後の配布予定】
日にち
実施時間
配布場所
4 月 16 日 ( 水 ) 8:15 ～ 8:45 頃 一番町（クリスロード商店街入り口付近）
4 月 23 日 ( 水 ) 8:00 ～ 8:30 頃 JR 長町駅前付近
※参加選手は前日までに公式サイトでお知らせいたします

【 連 載 】 ボクのオフショット

チラシ配布のお手伝いをしてくれた
ティナ。配布場所までスタッフが送り
迎えしたのですが･･･こんなセクシー
ポーズでの乗車になりました（笑）

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！

先日のオフに、撮ったひとコ
マです。ドライブの途中、広く
菊池
て綺麗な公園（榴ヶ岡公園）が
あったので、ブラリ途中下車
真人
選手
しました。しばらく、ぼ〜っと
しましたが気持ちよかったで
すよ。後で聞いたのですが、お
花見スポットなんですね？桜が咲いたら、また行ってみた
いと思います。オフの日は、家で DVD を見たり、昼寝して
みたり、ポワンと過ごすことが多いので、これから暖かくな
りますし、少しは家から出てアクティブにいきたいです。
（隣にいた金子選手を見ながら）ソウタさんとイチゴ狩りに行きたいですっ！ ( 笑 )

コーチから求められている「チーム
にエナジーを注入する」
ために、疲れ
て い て は エ ナ ジ ー は 出 せ な い→ア
ピールし続けるにはパワーをつけな
選手
ければ！→食生活を改善しよう！
ということで、栄養士の知人に紹介
してもらい栄養学の本を購入しました。写真の 3 冊はすべて、ス
ポーツ栄養学の一人者・川端理香さんの著書です。目的別になっ
ているので、分かり易く、使い易い。
例えば、僕のような一人暮らし向けで、
「コンビニでまかな
える栄養学」
とか。
日々の食生活の参考にしています。
最近は疲れにくくなったし、朝もスッキ
リ目が覚めるし、
体質が変わってきましたよ。
料理も上達しました ( 笑 )

金子
宗太朗

シーズンクライマックス ホームゲーム残り4試合
会場を黄色に染めて勝利の後押しを！

仙台89ERSブースター感謝祭2014
開催日決定！

10月に開幕したｂｊリーグ2013-2014シーズンも残すところあとわずか。ホームゲームは、4月12日
（土）・13日（日）は仙台市体育館で富山グラウジーズと、ホーム最終戦となる4月26日（土）・27
日（日）は、ゼビオアリーナ仙台で岩手ビッグブルズと、上位チームとの対決が4試合残されていま
す。プレイオフ進出に向けて、負けられない戦いとなります。会場を黄色に染めて、勝利の後押し
をお願いします！最終戦のチケットは残りわずかの席種も。是非お早めにお買い求めください。
ホーム最終戦の試合終了後には、毎年恒例・来場者全員での集合写真撮影など、
イベントも盛りだくさんです。ご来場お待ちしています！

どんな時でも熱い声援で選手の後押しをしてくださるブースターのみなさ
まと一緒に、楽しいひと時を過ごせるように準備を進めております。
詳細は決定次第、仙台89ERS公式サイトでお知らせします。

入場無料！事前申込も不要！
ぜひ、お気軽にご家族やお友だちをお誘い合わせのうえ、ご来場ください！
■開催日時
2014年4月29日(火・祝) 12：45開場／13：00開始（16：10終了予定）
■場所
HALEOドーム (エスアールジータカミヤ スポーツパークあすと長町内)
FUT MESSE 仙台長町 (エスアールジータカミヤ スポーツパークあすと長町内)
※駐車場の台数に限りがありますので、
公共交通機関でご来場ください。
みんな来てね～
■参加者
仙台89ERS選手・スタッフ、89ERSチアーズ

■開催日
4月12日(土) 18：00試合開始
（16：20先行開場／16：30一般開場）
4月13日(日) 14：00試合開始
（10：50先行開場／11：00一般開場）
■会 場
仙台市体育館
■対 戦
富山グラウジーズ
【ホーム最終戦】
■開催日
4月26日(土) 18：00試合開始
（16：20先行開場／16：30一般開場）
4月27日(日) 14：00試合開始
（12：20先行開場／12：30一般開場）
■会 場 ゼビオアリーナ仙台
■対 戦
岩手ビッグブルズ
【東北ダービー】

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

チケット購入は

89ers Ticket

仙台 89ERS公式携帯サイト
スマートフォンも対応！

●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！
●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！

昨年の様子（サイン会）

月額 324円（税込）

詳細はこちら

ケータイ・パソコンで豊富な席から選んで購入！

http://89ers.t s t a r . j p / t o p

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

写真は全て ©SENDAI 89ERS/bj-league

※本紙掲載の写真および記事の無断転載を禁じます

