
巻頭特集 2014-2015 シーズン、熱く始動！
新チーム日本人７選手がハードな練習を披露
明るい太陽が梅雨の晴れ間に顔を出した７月６日（日）、HALEO ドームでは約 150
名ものブースターが見守る中、今季初の公開練習が行われた。参加選手は継続契約
となった志村、佐藤、和田、金子、菊池各選手と、新加入の高田選手、練習生の田
中選手が加わり計 7 名。ランニングやストレッチなどの基礎に加え、ディフェンス
＆オフェンスのフットワーク、あらゆる状況を想定したシューティングなどなど‥。
コート内には河内 HC の通る声に選手同士の掛け声、ブースターの声援が終始行き交
い、待ち望んだシーズンスタートの期待が膨らむ熱い２時間となった。終了時には、
河内 HC が今季のチームスローガン “挑（いどむ）” と、新キャプテンの金子宗太朗
選手が紹介された。その後に伺った、HC と３選手の声をお届けしよう。

速いチームにこだわり、スタートダッシュから勝ち続ける！速いチームにこだわり、スタートダッシュから勝ち続ける！

新しい自分に挑み、チームで優勝に挑む新しい自分に挑み、チームで優勝に挑む
昨季一緒に悔しい思いをしたメンバーが沢山いるので、この思いを忘れずに、目標である頂
点を見据え、一つ一つ上っていきたい。課題の一つは日本人の得点力アップだ。沖縄をはじ
め秋田、富山も、日本人選手の得点力がチームを引っ張っている。うちは特別な補強がない
ので、今いるメンバーがレベルアップしなければならない。
個人的には、全てのカテゴリーの数字を上げることが目標。最年長になって、身体的には多
少の不安もあるが、今後も成長できると信じている。常に新しい自分に向かい、チームスロー
ガンのように挑んでいきたい。チームが今季初めて集合した時点で、目標は優勝と決めた。ブー
スターも勝ちに飢えていると思うので、僕らは皆さんの期待にコートで応え、最後の最後ま
で戦い続けたい。

１試合 40点を日本人で得点できるようスキルアップ

チームのいい勢いに乗って、てっぺんまで駆け上がろう

１試合 40点を日本人で得点できるようスキルアップ
今季は、まず日本人選手が個人スキルを磨き、得点力を上げることが課題。一試合に日本人
だけで 40 点ぐらい取れるようにしようと頑張っているところ。昨季はルーキーだったので、
シューターとしてシュートを決めることだけを目標にしていたが、２年目となるとそうはい
かない。いいシュートを打つためのセレクションなど、自分でしっかり考えて動けるよう、
今の時期に自分を追い込んでいきたい。新加入の 2 人も、バスケットに関してはかなり熱い
選手なので、いい刺激を受けている。チーム 10 周年の節目なので、有明でいい結果を残せる
よう一丸となって進みたい。

チームのいい勢いに乗って、てっぺんまで駆け上がろう
昨シーズンは、外国人も日本人も怪我に泣かされた。今季は怪我をしないための身体づくり
やケアを万全にして、52 試合をフルメンバーで戦えるチームになりたい。自分も最終戦で負
傷してしまい、まだ万全ではないが、オフの 6 月はバスケ漬けでトレーニングを積んできた。
昨季の反省点である、オフェンスの意識づけや判断力、やるべき時にやる抜く部分など、い
い練習ができてきていると思う。新加入の2人とともに新体制のチームが勢いづいているので、
自分もそれに乗って盛り上げていきたい。とにかく一歩一歩をしっかりと、てっぺんを目指
していく。

HC 河内修斗
今季の目標は、チームスローガンに掲げた “挑” 気持ちで突き進むこと。確実にプレイオフに
進出して勝ち続け、最後に頂点を取って笑い合うこと。そういうチームを作っていきたい。そ
のためには、昨季積み上げたものを生かし、できなかった部分を改めて作り上げていかなけれ
ばならない。外国人と日本人で7選手を継続契約できたので、土台はある程度できていると思う。
今季は、まずシーズンの流れの中でスタートダッシュをものにする。昨季落とすことが多かっ
たアウェイ初戦をしっかり取る。そして怪我人を出さずに、全員の力を毎試合発揮する。この
３つの課題はぜひクリアしたい。
プレイでいま日本人が目指しているのはシューティングの確率を上げること。ディフェンスで
は、昨季に続きアグレッシブに足を動かすことを徹底し、声を有効に使うなど連携も強化して
いく。リーグで最も小さいチームになるかもしれないが、それを逆手に取り、足を動かす速い
バスケットができればいいと思う。
昨年の今ごろは、自分が考えるバスケットを全部伝えたいと練習プランを組んだが、もっと重
要なことがあると反省。この夏は、まず課題に取り組む練習プランで進めている。シーズンに
入ったら、コーチとして視野を広く持ち、選手にはシンプルで的確な指示出しに心掛けたい。

#4　志村雄彦

#14　佐藤文哉

#11　和田保彦
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想い出アルバム～あの頃ボクは若かった～
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幼少期は、とても手のかかる子どもだったと聞いています。暴れるし、泣くし…困らせていたようです（笑）　
2 年生から始めたミニバス。低学年の頃は、高学年にかなうわけもないのに、リバウンドをとられたりすると
悔しくて泣いていました。泣くと先生に練習場から出されるので、泣き止んでから練習に戻り、また高学年に
やられて泣く、追い出される…という繰り返しでした。2 年生で初めて出た試合で初めてファールを取られ
た瞬間も泣いてたなぁ（笑）　泣き虫は治りましたが、負けず嫌いはあの頃から今も変わっていませんね。

選手の思い出の写真を紹介する新連載スタート！
当時の裏話や知られざる過去が明らかに！？【新連載】

お得なシーズンチケット販売中！2014-2015 シーズン
ホームゲームスケジュール決定！

ブースタークラブ『Clubナイナーズ』会員募集中！
お問合せはこちら

購入方法など詳細はこちら　

仙台 89ERS チケット事務局 TEL:022-251-8138
http://news.89ers.jp/?eid=1276

あなただけのシートでホームゲームを熱く応援しよう！　土曜のみ／日曜のみが
セットになったハーフシーズン、「ゼビオだけは絶対見たい！」という方にオス
スメのゼビオパックもご用意しました

4 種類の会員プランから、自分の応援スタイルに
合ったプランを選んで入会しよう！
人気 No.1 プランゴールド会員は、チケット割引
券 2 枚にオリジナル応援タオル、ブースターシャ
ツのほか特典満載で充実のプランです。
さらに、
7 月中に継続すると、継続入会特典を進呈！
ご入会は、お早めに！

○継続入会特典 : 昨シーズンの会員の方が継続して入会すると
「9th シーズンメモリアルバッジ」をプレゼント！

【期限：7 月 31 日（木）】 継続特典メモリアルバッジ  デザイン決定！
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今シーズン仙台 89ERS のキャプテンを務める金子
宗太朗です。全体練習が始まる２日前、コーチに呼
ばれ任命されました。全く予期していなかったし、
昨季のタケ（志村）さんの強いリーダーシップぶり
を見ているので、「え？自分にできるか？」と正直不
安もありました。ただ、タケさんがチームリーダー
であることには変わらず、そこは全員の共通認識で
す。僕はそれ以外の部分で支えていけばいいのかな
と思っています。うちのチームは個々の役割が明確
です。僕が、例えば声出しや練習に取り組む姿勢で
頑張ることで、他の選手もしっかり役割を果たそう
と思えるような、潤滑油的な存在になりたいと思い
ます。チーム10周年の節目でキャプテンをさせてい
ただくのは光栄です。ブースターの期待に応えられ
るチームになり、最後は有明のセンターで笑顔の写
真を撮ってきたいです。よろしくお願いします。

チーム創立 10 年目を迎えました。仙台 89ERS
のこれまでの歴史は、ブースターをはじめとし
たご支援いただいた多くのみなさまとその思
いに支えられ積み上げてくることができまし
た。“絆”を自信に代え、感謝の気持ちを胸に、私
たち仙台 89ERS は挑みます。個々が挑み、その
力を集結させチームで挑む先は『頂点』。ブース
ターのみなさんと心をひとつに、新しい歴史を
ここから刻みます。

■チームスローガン

■キャプテン金子宗太朗選手

チームが一丸になるための潤滑油として、
有明を目指します！
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エイティナイナーズ

Thank youThank you

お問合せはこちら

詳細はこちら　

仙台 89ERS ブースタークラブ事務局 TEL:022-251-8138
http://www.89ers.jp/booster/index.html

2014-2015 シーズン　キャプテン＆スローガン決定
7 月 6 日 ( 日 ) に HALEO ドームで実施した今シーズン初めての公開練習にて、2014-2015 シーズンのキャプテン及びスローガンを発
表しました。10 年目のシーズンを、ブースターのみなさんと一緒に戦いぬくため、そして優勝を掴みとるため、チームのビジョンを直接
お伝えしたいと思い、このような形での発表は初めての試みとなりました。

アリーナ指定席
1 階アリーナで味わう臨場感！
選手の表情も間近に、迫力満点のシートです。

大人　57,400 円　定価より 14,400 円お得！
小中学生　21,600 円　定価より 5,400 円お得！

大人　32,300 円　定価より 3,600 円お得！
小中学生　12,100 円　定価より 1,400 円お得！

[ ハーフシーズンシート ]

[ シーズシート ]

オススメ!!!

最大 20％OFF
使わなかったチケット
振り替えサービス
座席（ブロック）指定が可能
非売品グッズプレゼント

シーズンチケットの
お得なポイント

ホーム開幕戦は 10 月 4 日（土）ゼビオアリーナ仙台で開催！
岩手ビッグブルズとの東北ダービーです！

開幕戦以外の対戦、試合開始時間、アウェイゲームのスケジュールは後日お知らせします。

開催日 会場対戦

10 月 04日　（土） 
10 月 05日　（日）  2
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10月 18 日　（土） 
10 月 19 日　（日）  
10 月 25 日　（土） 
10 月 26 日　（日）  
11 月 15日　 （土） 
11 月 16日　 （日）  
11 月 22日　 （土） 
11 月 23日　 （日）
12月    6 日　（土） 
12 月    7 日　（日） 
12 月 20 日　（土） 
12 月 21 日　（日） 
1 月 17 日　（土） 
1 月 18 日　（日）  
2 月 14日　（土） 
2 月 15日　（日）  
2 月 28 日　（土）
3月    1 日　（日）  
3 月    7 日　（土） 
3 月    8 日　（日） 
3 月 21日　（土） 
3 月 22日　（日）  
4 月 18日　（土） 
4 月 19日　（日）  

仙台市体育館

ゼビオアリーナ仙台

南三陸町総合体育館

仙台市青葉体育館

仙台市体育館

ゼビオアリーナ仙台

仙台市体育館

白石市文化体育活動センター

ゼビオアリーナ仙台

仙台市青葉体育館

ゼビオアリーナ仙台

仙台市体育館

ゼビオアリーナ仙台
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