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今週末、ホームでシーズンに突入！

「開幕で勢いに乗る！」、正副キャプテンが勝利宣言！

第３回東北カップで準優勝し、手応えを得た 89ERS。いよいよ今週末、その決勝で負けた岩手を迎えてシーズンに突入する。
チームをまとめる金子キャプテンと、ホワイト副キャプテンに、意気込みを聞いてみた。

優勝へ、明確な意思を持って “挑” む。
#10

キャプテン

金子宗太朗

―東北カップの感想は？
２戦とも、前半の劣勢から、後半に奮起してカムバックできたのは良かった。ただ岩手戦はそこから勝ち切
ることができず、いい面、悪い面が出た。
―日本人の得点が少なかった？
５人の動きが合わず、つい外国人選手に頼ってしまう。もっと全員で得点を取りに行かなければならない。
コミュニケーションを密にし、コーチの指示に合わせていかなくては。ポテンシャルはあるチームなので、
課題を解決すれば勝ち星はついてくると思う。
―今季の目標は？
チームの目標は優勝です。そのためには何が必要なのか、それぞれが明確な意思を持って練習に取り組まな
ければ‥。
―キャプテンとして、チームをどう引っ張る？
キャプテンだからと意識せず、これまで通りしっかりと声がけや気配りをしていきたい。コーチと選手たち
の間に入ったり、選手でもベテランと若手の間に入ったり、チームの潤滑油になっていければと思う。
―ブースターにメッセージを。
開幕戦の相手は、昨季最後に２連敗を喫した岩手。東北カップではリベンジできなかったので、今回は必ず
星を２つ取ります。みんなで喜びを分かち合いましょう。

みどころミニチェック！
by 間橋 GM
今季の外国人勢は相当パンチが
あって、期待できます。そして、
外国人にディフェンスがきつく
なった時、日本人選手がいかに得
点できるかがキーポイント。また
多分うちは、リーグで一番背が低
いチームなので、トランジション
の速さと確実性が勝負の分かれ目
になるでしょう。リバウンドから
の攻守の切り替え、
日本人選手の
頑張りに注目
してください。

崖っぷちからの、熱い思いをプレイに。
#41

副キャプテン

ウェンデル・ホワイト

―いまのチーム状態は？
東北カップを戦い、このチームが可能性を秘めているチームだと感じた。ただ、外国人選手からすれば、日本人選手がもっと攻撃に
からみ、得点する場面を作らなければならないと感じた。新しい選手が多く連携がまだ不十分。
―副キャプテンとしてチームをどうまとめる？
昨年は負け越してしまったので、そうならないために、やるべきことは多々ある。自分としては、日本人、外国人関係なく会話を重ね、
共通の認識を持つよう促していく。口先だけでなく、自分が率先してお手本になるような行動を取り、示していきたい。
―目標は？
チームとしてはまず、必ずプレイオフに進出すること。プレイオフにたどり着けば、このチームなら必ずその先に行けると思う。
―開幕戦への意気込みは？
相手は岩手だが、チームとしては東北カップで負けた悔しい気持ちが、いい意味でレギュラーシーズンへのモチベーションにつながっ
ている。昨季のスタートは、アウェイの新潟で負け、悪い流れになってしまった。今季はホームで勝って勢いをつけて進みたい。
―ブースターにメッセージを。
自分たちは崖っぷちからのスタートなので、今季は片時も気を抜けないシーズンになる。この思いを試合で表現し、熱いパフォーマ
ンスを連発していくので、ぜひ会場に来て、応援してください。
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89ERS を支えるスポンサーのナマの声

地域に「感動」を！ 89ERSと共に。
―金子靖エリアマネージャーに聞く

“ライフスタイル提案業” として、デザイン、家具の提案まで

一般にリフォームといっても、修理をするリペア、製品交換のリフレッシュ、改築も手掛けるリモデルと、３分野がありま
す。当社は全てを行いますが、メインはリモデル。しかも改築だけでなく、お客様のライフスタイルを構築しながら空間をデ
ザインし、家具もご提案します。リフォーム倶楽部という名の、その実は“ライフスタイル提案業”なのです。
当社の特長は、打ち合わせから設計、デザイン、現場管理まで、全て同じスタッフが担当すること。お客様ととことんおつき
あいし、お客様目線で完成させるのです。お陰様で、
「感動しました」との声が多く寄せられています。

リーグを盛り上げ、子どもたちの将来の夢を育てよう

仙台南ショールームが一昨年オープンしたのを機に、地域貢献活動の一環として昨季から 89ERS を応援。初めてゲームを
観戦した時は、その迫力に圧倒されました。私がやっていたサッカーに比べると、点数がどんどん入り、展開が速い。時計が
止まっている間も、チアーズのパフォーマンスあり、イベントありと楽しいですよね。以来、社員たちと何度も行っていま
す。仙台はバスケット人口が多いそうです、ｂｊリーグをもっと盛り上げ、89ERS がメジャーになれば、子どもたちの夢を大
きく育てることにもつながるでしょう。
オノヤリフォーム倶楽部

今季こそ「優勝」を。大きな感動に期待！

【連載】

想い出アルバム
～あの頃ボクは
若かった～
選手の思い出の写真を紹
介する連載第 3 回目は、高
田 紘 久 選 手 の 登 場！当 時
の裏話や知られざる過去
が明らかに！？

高田紘久 選手

オノヤグループは、不動産部門で中古住宅を扱い、家具や雑貨などのセレクトショップも展開。快
適な住まいをトータルサポートすることで、先述のように、お客様に「感動」をお届けしたいので
す。89ERS もスポーツを通じて地域に感動を与えてくれていますが、より大きな感動を生むのは、
「優勝」の二文字。今季こそは、ぜひ優勝を飾り、地域全体を感動の渦に巻き込んでください。応援
しています。
僕は四人兄弟
（姉、兄、弟）で、姉・兄がやってい
たソフトボールを「しなくてはいけないもの」と
して小さい頃からやっていました。「やらされ
て」
いたので、あまり楽しくなく…そんなときス
ラムダンクを見て、やりたい！と。でも父親に猛
反対にあい、喧嘩をして口もきかない状態に。
兄が「したいことやらせてあげなよ」と父親に
言ってくれたことがきっかけでバスケットを始
めたのが小学４年生。キャプテンを務めた小学
６年生のとき、大阪予選決勝で勝ち優勝したこ
とは今でも忘れられません。
「みんなで頑張って
勝つ！」というチームスポーツの素晴らしさを
あの歳で実感し、経験ができたことはとても大
きなことでした。
…いい話っすね（笑）こんな顔
なので怖く見られるのですが、いい話しかない
んですよ、
僕
（笑）

2011 年設立（( 株 ) オノヤ商会よりリフォーム事業部を承継 ) ／（旧 ( 株 ) オノヤ商会創業 1935 年）。2014 年、
( 株 ) オノヤ不動産吸収合併。郡山市、須賀川市、白河市、仙台市、名取市に体感型ショールームをオープン。
小さな修理からデザインリフォーム、リモデルまで、住まいのあらゆる悩みを解決。これまで、「住まい
の困った相談」25,000 件以上に応えている。
■会社名 株式会社オノヤ
■ 事業名：リフォーム倶楽部
■事業内容：住宅／住宅リフォーム企画・設計・施工、生活雑貨販売
◇仙台南ショールーム／宮城県名取市田高字原 380 TEL796-0380
◇仙台泉ショールーム／宮城県仙台市泉区市名坂字中道 100-9 ヨークタウン市名坂内 TEL022-371-6603
◇本社：須賀川ショールーム／福島県須賀川市池下 23 番地 3 TEL0248-63-0836
http://www.onoya.com/

小学校低学年

小学 6 年生

ターキッシュ エアラインズ bj リーグ 2014-2015 シーズン
ホーム開幕戦 今週末開催！
ホーム開幕戦は岩手ビッグブルズとの東北ダービー。昨季のホーム最終戦、そして先日
の東北カップ優勝決定戦と同一カードとなります。雪辱を晴らすため、そして 10 年目
の記念すべき開幕戦を勝利で飾るべく、会場で選手の後押しをお願いいたします！
残りわずかの席も。チケットはお早めにお求めください！
【ホーム開幕戦】
■開催日 10 月 4 日（土） 一般開場／ 16:30
試合開始／ 18:00
10 月 5 日（日） 一般開場／ 12:30
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

仙台 89ERS レジェンドスターが開幕戦に集結！

仙台 89ERS の歴史を一緒に刻んできた” レジェンドスター” が、10 周年を記念して集結します！
4 日はトークショーを 5 日は３on３を行う予定です。
■参加者 上山博之さん（2005-2006 シーズン所属） 田中範昌さん（2005-2006 シーズン所属）
吉田平さん（2005-2007 シーズン所属） 大西裕之さん（2005-2007 シーズン所属）
松田大地さん（2005-2010 シーズン所属）勝又英樹さん（2007-2009 シーズン所属）
安田壮史さん（2010-2012 シーズン所属）※参加者は急きょ変更になる可能性があります。予めご了承ください。

サッポロビールプレゼンツ復興支援ゲーム in 南三陸町
今年は 10 月 18 日・19 日ベイサイドアリーナで開催！
■開催日
■対
■会

戦
場

※両日とも南三陸町、および近隣地域の
10 月 18 日（土）
試合開始／ 13:30
みなさまを 1,500 名様ご招待いたします
10 月 19 日（日）
試合開始／ 13:30
ので、一部座席のみの販売になります。
新潟アルビレックス BB
なお、チケットはナイナーズチケット
南三陸町総合体育館（ベイサイドアリーナ） （Web）のみでの販売になります

11 月開催ホームゲーム観戦チケット
本日 10 月 1 日より一般発売開始！
チケット購入は

開催日
開始時間
11 月 15 日（土） 18:00
11 月 16 日（日） 14:00
11 月 22 日（土） 18:00
11 月 23 日（日） 14:00

対戦
会場
富山グラウジーズ
仙台市体育館
富山グラウジーズ
仙台市体育館
大分ヒートデビルズ 青葉体育館
大分ヒートデビルズ 青葉体育館

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

89ers Ticket

詳細はこちら
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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
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