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４連勝の勢いで、強豪も叩け！

巻頭特集

好調の #１ＫＪが、チーム上昇の機運を探る

埼玉戦、福島戦を４連勝として勢いに乗る 89ERS。課題だった
日本人選手のスコアも伸び、ここにきてチームは一つにまとまっ
てきたようだ。そして、高い得点力でチームを牽引しているのが、
今季新加入のＫＪ（ケジュアン・ジョンソン）選手。現在の心境
やいかに？

素晴らしい球団環境やチームメイトに感謝
開幕から 10 試合平均 20.6 得点で個人ランキング３位、スティール部門で 2.0 本４位
タイ、３ポイント部門でも 41.7％10 位と、大ブレイク中のＫＪ。試合も練習も、常に
真面目な仕事人の印象だ。これまでを振り返り、
「チームメイトは、コート以外でのコ
ミュニケーションも良好。試合の雰囲気や関わるスタッフ、ブースターの笑顔も素晴
らしい」
と、
フィットした様子。そして
「リーグや球団の環境も良く、
これらの全てがあっ
てこそ、自分の今のパフォーマンスが発揮できている」と、やはり真摯でかつ謙虚だ。
シューティングなどの自主トレに長い時間を費やし、
その量はチームで一番と評判。
「自
分はチームメイトを生かすのが仕事。最もいいシュートを打ってもらうために、ゲー
ムを作る」と、司令塔に徹しながら、
「もちろん、自分のタイミングの場面では打つ。
そこで決められないと、チームメイトとの信頼関係が崩れることもある。きっちり決
められるように練習している」という。さらに続けて「シーズンはまだまだ長い。先
のことを考えれば、自主トレは不可欠」とのこと。やはり、どこまでもプロフェッショ
ナルだ。

チーム課題はリバウンド、ディフェンス。目指すは “優勝”
チームの課題を問えば、
「まずターンオーバーの数を減らすこと。得点力が上がってきたオフェンスはさほど
心配ないが、リバウンドとディフェンスが課題。リバウンドは高さだけでなく、ボックスアウトするなど、
丁寧にきっちりやるべき」
。
「もう一つは試合の立ち上がり。自分たちのプレイを確実にこなし、得点して流
れに乗ること。逆に相手には流れを渡さない。それぞれやるべきことは分かっているはずだ」と分析する。
京都戦、富山戦と、強豪チームとの試合が目前に迫った。個人、チームともプレイの精度をしっかり上げる
ことができれば、勝てないはずはない。シーズン目標は「もちろん、プレイオフに進んで、チャンピオンシッ
プを取る」ときっぱり。
コービー・ブライアントをリスペクトするそうで、仙台の印象は「出身地のカリフォルニアに比べて寒いけど、
住み心地はグッド。食べ物も美味しい」
。ブースターへのメッセージは、
「皆さんがあってこその 89ERS。と
ても感謝しています。今後も、もっともっと盛り上げてください」とのことだった。

TOPIX

新加入 #44 エイドリアン・モス選手一問一答

ー 89ERS の印象は？
日本人選手の層が厚く、とてもいいチームだ。
―プレイスタイル、信条は？
ディフェンスでチームに貢献したいし、毎日少しでも向上することを目指してプレイ
している。
―リスペクトする人は？
フロリダ大学時代の HC、ビリー・ドノバン。
―目標は？
チーム目標は優勝。個人的には、常に自分の全てを出し切っていきたい。
―仙台の住み心地は？
新潟などにも住んだが、仙台の人はとても親切。寿司、刺身が大好き。
―ブースターにメッセージを？
いつも温かい声援をありがとうございます。
シーズン最後まで応援をよろしくお願いします！

■生年月日
1981 年 12 月 14 日（32 歳）
■出身
テキサス州（アメリカ）
■身長 / 体重
204ｃｍ/108ｋｇ

89ERS PRESS vol.22

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

熱いスポンサーとして勝利を後押し！
株式会社エコフィット仙台支店

―大島順司部長に聞く

アフターまで一貫体制、太陽光発電のエキスパート

クリーンエネルギーが大きく注目される昨今、当社は他に先がけ 2008 年、太陽光発電を専門に栃木県宇都宮市で創
業しました。住宅用、産業用等幅広く扱い、ご提案、施工、アフターフォローまで一貫体制を徹底。以来、地域一番店と
して約 2000 件もの実績を積み上げてきました。
そして昨年 5 月に仙台支店を開設。新たな“仙台のエコフィット”として、より多くの皆様に知っていただけるよう、
地域で活躍する 89ERS をサポートすることに。ホームゲームでコートを磨くモップに、当社の看板を掲げています。

TK bj リーグのスピード感とエンターテインメント性に驚き

昨年仙台に来て驚いたのは、地元の球団を応援する姿勢と、その熱さ。たまたま楽天の優勝があったのですが、地域
が一丸となって燃え上がり、私も感動をもらいました。
89ers の試合はこれまで２度観戦。コートサイドで観た東北カップは、スピード感に驚き、ゼビオアリーナでの開幕
戦は、素晴らしい施設に驚きました。そしてｂｊリーグ特有なのでしょうか、観客参加のゲームがあったり、手ぬぐ
いの応援ダンスがあったりと、最初から最後まで目が離せません。スポーツでありながら、一つのエンターテインメ
ント。社員たちも観戦し、楽しんでいるようです。
株式会社エコフィット

勝利こそ地域貢献。優勝争いで盛り上がりを

菊池真人 選手

89ERS は社会貢献活動も色々していますよね。私どももお手伝いすることがあれば、
ぜひ参加していきたいです。でもやはり、チームの勝利こそが一番の地域貢献でしょ
う。エコフィットも熱いスポンサーとなります。まずプレイオフ進出、そして優勝争い
にもからんで、思いっきり盛り上がりましょう！

【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 4 回目は、菊
池 真 人 選 手 の 登 場！当 時
の裏話や知られざる過去
が明らかに！？

個人向け太陽光発電、公共・産業用太陽発電の提案、設計、施工、アフターフォローまでを、ユーザー視線から一貫体
制で行うプロフェッショナル集団。特にメンテナンスサポート部は、他社施工の案件にも丁寧に対応して好評。またクリー
ンエネルギー関連として、オール電化住宅設計・施工（住宅用・産業用）、住宅エコリフォーム設計・施工（住宅用・業務用）、
省エネ設備機器販売、コスト削減コンサルタント事業等も行う。
■株式会社エコフィット
◇仙台支店／宮城県仙台市若林区伊在東通 15 番地 ＴＩビル 1F TEL022-353-9270
◇宇都宮本社／栃木県宇都宮市平出町 3734 番地 7 TEL028-678-3315
http://www.ecoﬁt.co.jp/

小さい頃は一人でもどこかに行ってしまうような子どもでした。“おばあちゃ
んっ子”だったので、おばあちゃんを探しに近所に出掛け、そのまま訪問先でお
菓子をもらってくつろいだりしていたようです（笑） 自然豊かな地元なので、
近所の竹やぶで遊んでは怪我をしていましたね。バスケを始めたのは小学３年
生のとき。
３歳上の兄の影響でミニバスに入り、小学校の卒業アルバムに書いた
夢は
「バスケットボール選手」でした。でも、中学校では
サッカーをやるつもりだったんですけどね（笑）
高校では県の新人戦で優勝
でき、
今も小学生の頃の夢
を叶えられた。
途中で続けてきて本当に
よかったです。

1歳

６歳

高校 2 年生

小学 4 年生

11 月はホーム 4 連戦！
強豪・富山、オリジナル６・大分を迎え撃つ！

ナイナーズチケット（ＷＥＢ）限定
お得な企画チケット販売中！

10 戦終えて、7 勝 3 敗、現在東地区 6 位。4 連勝中と勢いに乗る仙台 89ERS の 11 月は
ホームゲーム 4 連戦！昨季東地区 1 位の強豪・富山、同じくチーム創立 10 年目のオリ
ジナル 6・大分を迎え撃ちます！

仙台 89ERS では、11 月開催の左記４試合を対象に WEB 限定（ナイナーズチケット）の
企画チケットを数量限定販売しています！是非この機会にご利用ください！

開催日

試合開始

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

富山
グラウジーズ

会場

仙台市体育館
（地下鉄富沢駅
より徒歩 5 分）

※応援グッズの引換券が発券されますので当日グッズ売場にお持ちください。

青葉体育館
大分
ヒートデビルズ

企画チケット① 応援グッズ付きビギナーズチケットパック
■価格・席種
①大人 2,500 円・2F 指定席ベンチ / 小中 1,500 円・2F 指定席ベンチ
②大人 2,900 円・アリーナ指定席 / 小中 1,500 円・アリーナ指定席
■特典
応援グッズ 1,000 円相当

（地下鉄北仙台駅
より徒歩 5 分、
JR 北仙台駅より
徒歩 10 分）

【Ａパターン】

【Ｂパターン】

【仙台市体育館限定】ままぱれキッズパーク登場！

手ぬぐい
ファンローラー
ティナシートクッション

色紙
ネックストラップ
ぱちぱちティナの手

企画チケット② ４人で！グループ割チケット

４枚以上の同時購入で 40％オフ！（大人のみ）
さまざまな体験ブースが登場！家族みんなで楽しめます♪

チケット購入は

■価格・席種
①（通常）大人 2,500 円⇒1,500 円 / 人（4 人で 6,000 円！！）
席種：2F 指定席メイン
②（通常）大人 2,900 円⇒2,000 円 / 人（4 人で 8,000 円！！）
席種：アリーナ指定席
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

写真は全て ©SENDAI 89ERS/bj-league

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

※本紙掲載の写真および記事の無断転載を禁じます

