
巻頭特集 新戦力とともに、てっぺんを目指せ！
熱く、高く、チーム創設１０年目に懸ける
プレシーズンの東北カップまであと１カ月という真夏のある日。今季のチーム構成が固まった 89ERS の日本人選手は、
仙台市内の体育館で練習試合に汗を流していた。少ない人数ながら、蒸し風呂のようなコートを駆け回る選手たちの表情
は真剣そのもの。チーム創設１０年目の今季、節目に結果を出そうという熱意が、ひしひしと伝わってくる。試合後、新
加入の 2人にインタビューを試みた。また、外国人選手の合流ももうすぐ。新チームの限りない可能性に期待いっぱいだ。

チームで優勝することしか考えていませんチームで優勝することしか考えていません #33　高田　紘久
―新メンバーとして１カ月半。現在の状態は？ 
暑いさなか、日本人だけで結構きつい練習を積んできました。個々のレベルを上げながら、僕もチームのシステムに少しずつアジャストし
てきたかな。今のところ順調です。
―自身のプレイスタイル、持ち味は？
ガードとして状況を的確に判断し、周りを動かしたり、あるいは自分で攻めたり。その局面ごとに、自分に求められるものが変わってきま
す。これだというプレイはないけれど、個人で目立たなくても、チームが勝てるように機能していければいいと思う。
―89ERS の外から見た印象、チームに入っての印象は？
外から見る仙台は、一言で真面目なイメージ。実際、入ってもその通りで、そもそも会社がしっかりしています。やはり１年目から参戦し
ているチームは違うなと‥。創設 10年目の節目に、いい環境でバスケットができるのは光栄だし、自分にとってプラスの経験になると思う。
―初めて被災地を訪れ、心に決めたことがあるとか？
南三陸にクリニックに行き、震災当時の様子も伺いました。僕にできるのは、バスケットで頑張ることでチームが勝ち、皆さんの笑顔の数
が少しでも増えること。89ERS が勝ち上がっていくことで、宮城県が盛り上がっていけば嬉しいです。
―目標、そして課題は？
チームで優勝することしか考えていません。課題は、優勝するために必要なこと。なんでもやっていきたい。
―ブースターにメッセージを。
仙台のブースターは熱いですよね。ジンギスカンダンスも楽しみにしているので、より一層の応援をお願いします。僕も頑張ります！

[ 高田　紘久（たかだ　ひろひさ）]
■生年月日　1986 年 11 月 1日
■出身　大阪府
■身長／体重　186ｃｍ／ 83ｋｇ
■経歴　立命館大学→大阪エヴェッサ→東京サンレーヴス
→群馬クレインサンダーズ→仙台 89ERS

プロとして常に “挑” み、必ず成長し続けるプロとして常に “挑” み、必ず成長し続ける #5　田中　亮
―加入後、仙台で活動してきた感想は？
仙台はイメージ通りのいいチームで、楽しくバスケットをさせてもらっています。チームメイトもよく声をかけてくれるので、
自分の役割も少しずつ見えてきたと思う。
―89ERS、入る前と入ってからの印象は？
仙台はガードが強いイメージで、群馬時代に志村さんを止められずに負けたことがありました。ここに来てからも、志村さんの
リーダーシップに支えられています。また、以前から交友がある宗太朗（金子）キャプテンがチームをうまく盛り上げて、いい
ムードで一緒になれていると思う。
―自身のプレイスタイル、持ち味は？
ＨＣからも、早く自分の武器をアピールするよう言われているところ‥。自分はフォワードのポジションでドライブよりはシュー
トが得意だけど、文哉（佐藤）選手ぐらい決められるよう、練習が必要ですね。ディフェンスでは、これもHCの指示で相手の
エースを止める足を作ることが課題。これはコート内外で常に意識して取り組んでいるところです。プロとしてバスケットをや
るからには、常に成長し続けなければいけないと思う。
―目標は？
チームスローガン “挑” の通り、自分に挑み相手にも挑んで、大きな目標であるチャンピオンに向け、プレイオフに行くことを
大前提にして突進します。自分がこうしてバスケットをできるのも色んな方の支えがあってのことなので、感謝の気持ちを忘れ
ずにプレイしたいし、またプロである以上は、常に成長し続けることも目標にしていきたい。
―ブースターにメッセージを。
今季こそしっかり結果を出そうと、チームが一丸となって頑張っています。みなさんも、応援での後押しをよろしくお願いします。

[ 田中　亮（たなか　りょう）]
■生年月日　1987 年 1月 4日
■出身　東京都
■身長／体重　184ｃｍ／ 79ｋｇ
■経歴　ビリガムヤング大学ハワイ校→群馬クレインサンダーズ
→大分ヒートデビルズ→仙台 89ERS
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この写真は、３歳か４歳、保育園に通っていた頃
だと思います。可愛いっすよね～ ( 笑 )　子どもの
頃の僕は、一旦家を出たらなかなか帰って来ない
じっとしていられない子どもだったみたいです。
友達と遊ぶことも多かったですが、一人で遊ぶ時
間も満喫していましたね。ウルトラマンのフィ
ギュアや、ときには“キン消し”で人形遊びをして
いたのを覚えています（笑）　ウルトラマンがい
ようが、キン肉マンがいようが、僕が『主役』（笑）
当時から目立ちたがり屋だったんですね（笑）

b jリーグ 2014-2015 東北カップ開催決定！

午前の部には南三陸町、気仙沼市、仙台市の小学生約 90人が、午後の部には南三陸町の中学生約 50人が参加。昨年まで小学生の部に参加
していた子どもたちが今年は中学生として参加していたり、昨年は初心者として参加していた小学生がミニバスケットボールチームの一
員として参加していたり、子どもたちの成長を垣間見ることができました。また、毎年少しずつ小学生の部の参加者が増えているようで、今
後ますます南三陸町でバスケットボールが盛り上がるように、これからもお手伝いができればと思いました。
小学生も中学生も、そして保護者の方々や指導者の方々も、とても熱心に参加してくださったので、河内HCや選手たちもいつも以上に張
り切って指導していたようです。
南三陸町体育協会のみなさん、南三陸町教育委員会のみなさん、志津川バスケットボール協会のみなさん、気仙沼バスケットボール協会の
みなさん、ご協力ありがとうございました！次は 10月 18 日 ( 土 )＆19 日 ( 日 ) のホームゲームでお会いしましょう～！

サッポロビール プレゼンツ 復興支援ゲーム in 南三陸町
■開催日  10 月 18 日（土）13:30 試合開始／ 19 日（日）13:30 試合開始　■会場　南三陸町総合体育館（ベイサイドアリーナ）　■対戦　仙台 89ERS vs. 新潟アルビレックスＢＢ
南三陸町、および近隣地域のみなさまの両日とも 1,500 名様ずつ無料招待いたします。一部席種は、ナイナーズチケットで発売中。詳しくは、仙台 89ERS 公式サイトをご確認ください。

仙台 89ERS バスケットボールクリニック in 南三陸
仙台 89ERS にとって 10 回目の 89ERS デーとなった 8 月 9 日 ( 土 )、南三陸町体育協会主催のもと、「仙台 89ERS バスケッ
トボールクリニック in 南三陸」が開催され、河内 HC と選手 7 名が講師として参加しました。仙台 89ERS が南三陸町でクリ
ニックを開催するのは今回が 3 回目。震災以降、毎年夏におじゃましています。
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想い出アルバム
～あの頃ボクは
       若かった～

【 連 載 】

選手の思い出の写真を紹
介する連載第 2 回目は、和
田保彦選手の登場！当時
の裏話や知られざる過去
が明らかに！？

【 レポート 】

ｂｊリーグ 2014-2015 シーズン開幕へ向けて東北のバスケットボールを盛り上げる
ことを目的に「ｂｊリーグ 2014-2015 東北カップ」を開催します！
今シーズンより新規参入した福島ファイヤーボンズに加え、青森ワッツ、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 5チームでトーナメント戦を行います。
1回戦を田村市総合体育館（福島）で、2回戦以降優勝決定戦までを青葉体育館（仙台）で開催します。
チケットは絶賛発売中！是非お早めにお買い求めください！

2014-2015 シーズン　
ホーム開幕戦チケット販売開始！
10月開催ホームゲームも同時発売
ｂｊリーグ 2014-2015 シーズンがいよいよ開幕！今シーズンで創立 10年目を
迎える仙台 89ERS のホーム開幕戦は、ゼビオアリーナ仙台で岩手ビッグブルズ
との東北ダービーです。観戦チケットは 9月 1日より販売開始！また、10月開
催のホームゲーム（10/18-19＠南三陸 vs. 新潟、10/25-26＠青葉 vs. 埼玉）の
チケットも同時発売します。チケットはお早めにお買い求めください！

■チケット購入方法ナイナーズチケット
（仙台 89ERS 公式サイトよりアクセス可、http://89ers.tstar.jp/）、
コンビニエンスストア各店で販売中
※福島開催分のチケットについては、福島ファイヤーボンズ公式サイト（http://firebonds.jp/） でご確認ください。

【ホーム開幕戦】
■開催日　10月 4日（土）　試合開始／ 18:00
　　　　　10月 5日（日）　試合開始／ 14:00
■対戦　　岩手ビッグブルズ（東北ダービー）
■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）
■購入方法 [WEB] ナイナーズチケット （仙台 89ERS 公式サイトからアクセス！）[ 店舗 ] コンビニ各店、ぴあスポット [ 電話 ] 河北チケットセンターほか

コートサイドＳ席

コートサイドＡ席

【ﾁｰﾑｼｰﾄ】 コートエンド指定席 （西側 ・東側）
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※観戦チケットは 1日券で２試合観戦可能

ゼビオアリーナ仙台（開幕戦）

３歳か４歳

コートサイドＳ席

コートエンド

アリーナ指定 （大人）

アリーナ指定 （小中学生）

ブースター自由 （大人）　※エリア指定

グループシート４　

席種 前売価格 当日価格

8,200 8,700
5,200 5,700
4,000 4,500

3,500
1,000

4,000

2,200 2,700
1,000 1,000

※アリーナ指定、２F指定席Ａ・Ｂはベンチ、メイン同じ価格です。

1,500 1,500

２Ｆ指定Ａ（大人）

16,000
3,200 3,700
1,000 1,000

ブースター自由 （小中学生）　※エリア指定 1,000
バリューシート （大人）　※指定

バリューシート （小中学生）　※指定

２Ｆ指定Ｂ（大人）

２Ｆ指定Ｂ（小中学生）

２Ｆ自由エリア （大人）

２Ｆ指定Ａ（小中学生）

2,500 3,000
1,000 1,000

２Ｆ自由エリア （小中学生）

2,200 2,700
1,000 1,000

※グループシート４は、4名 1組のお席になります（6席限定）ナイナーズチケットのみで販売

16,500

■日程／対戦
【１回戦】9 月 13 日（土）　開場／ 11：00　
13：00 試合開始　福島ファイヤーボンズ vs. 岩手ビッグブルズ
【２回戦】　
9 月 20 日（土）　開場／ 13：00
1 試合目　14：00 試合開始　
1 回戦の勝利チーム vs. 秋田ノーザンハピネッツ
2 試合目　17：00 試合開始　
仙台 89ERS vs. 青森ワッツ
※1試合目が延長となった場合、2試合目の
　開始は 1試合目終了から 1時間後となります

【３位決定戦・優勝決定戦】　
9 月 21 日（日）　開場／ 11：00
３位決定戦　12：00 試合開始　
優勝決定戦　15：00 試合開始
※1試合目が延長となった場合、
2試合目の開始は 1試合目終了から
1時間後となります

■会場
【１回戦】　
田村市総合体育館
（福島県田村市船引町船引遠表 400）

【２回戦～優勝決定戦】　
青葉体育館（宮城県仙台市青葉区堤町 1-1-5）

■チケット価格（仙台開催分）


