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さあ、年末必勝でもっと上へ！
成長著しい #６マナトが、常勝を宣言。

ここに来てチームは競り合いをものにするなど、勝ち切る術を身に付け、東地
区３位の席を固めつつある。新加入のジェラル・デービスも期待以上の活躍ぶ
りで、明るい話題は尽きない。そして現在、各方面のメディアに引っ張りだこ
なのが、急成長の菊池真人選手だ。

身体を張るディフェンスに加え、オフェンスも
今季になって出場タイムが一気に伸び、身体を張ったディフェンスばかりでなく、得
点面でも快進撃中のマナト選手。そのきっかけは何だったのだろうか？
「自分はもともと、ディフェンスとリバウンドのために起用されていると思うので、こ
の２つだけは絶対頑張ろうと決めていた。でもコートに立っていると、ボールは僕に
も回ってくるんです」
、
ゆっくり言葉を選びながら話す。
「何ができるのか考えたところ、
自分が得点すれば、チームメイトが少しでもらくになると気付きました。本来は当た
り前のことだけれど‥」
。控えめの性格らしいが、プロとして真摯にバスケットボール
に向かう姿が凛々しい。
先ごろの奈良戦では、果敢にインサイドに飛び込み、ウェンデル（ホワイト）選手の
アシストでゴールする好連携も見せた。
「特に練習している訳じゃないけど、外国人選
手たちは僕が外より中の方が得意だと知っていて、アシストを出してくれる。僕の方
もチャンスを狙っています」
。日頃からコミュニケーションが取れ、信頼関係が築けて
いる証だ。

チームの課題は試合の入り。自分たちの流れを作る
ジェイ（ジェラル・デービス）選手の加入について問うと「ゴール下がラクになりました。
合流するなり、１試合６本のブロックショットはすごいですよね」
。インサイド陣が厚
くなれば、自身のプレイの幅や可能性も広がるははずだ。
上位を確保している 89ERS とはいえ、時折不本意なゲーム運びも見られる。
「選手同士
のコミュニケーションが取れている時は、ボールがシェアできていい流れができます。
その逆だと、ちぐはぐ‥」
。
ＨＣからは、いつも試合前にボールシェアの指示が出ており、
「ゲームの立ち上がりが肝心。自分たちの流れをしっかり作らなくては」と、自らにも
言い聞かせる。
目下の課題は「苦手なジャンプシュートを克服すること」で、練習ではジャンプシュー
トを積極的に打つ。そして「プレイタイムが伸びて、体調管理にも気を遣うようにな
りました」
。これまで多かった外食を控え、なるべく自炊して栄養のバランスを考える
そうだ。
（取材 /2014.12.10）

TOPIX

新加入 #0 ジェラル・デービス選手一問一答
―加入早々の試合で大活躍。今の気持ちは？
練習をもっとしていれば、もっといいパフォーマンス
ができたはず。でも勝てた喜びは大きい。
―89ERS の印象は？
ベテラン選手が多い落ち着いたチームなので、自分も
プレイをエンジョイできている。
―どんなプレイでチームの勝利に貢献する？
全力を尽くすこと、ミスを少なくすること、そしてチー
ムメイトを助けること。
―目標は？
できるだけ多く勝って、プレイオフから上へ、行ける
ところまで行きたい。
―ブースターにメッセージを？
仙台のブースターは素晴らしいと感じた。引き続き、
応援をお願いします！

■背番号 0
■ポジション C
■生年月日 1984 年 9 月 17 日
■出身地 オハイオ州（アメリカ合衆国）
■身長 / 体重 216cm/110kg
■経歴
2008-2009 タラデガ大学
2009
Champville SC（レバノン）
2010
バーモントフロストハーブス（US-PBL）
ティファナゾンキーズ（メキシコ）
2010-2014 島根スサノオマジック
2014-2015 仙台 89ERS
■個人タイトル
2010-2011 最多ブロックショット
（1 試合平均 3.2 本）
2011-2012 最多ブロックショット
（1 試合平均 3.8 本）
2012-2013 ＢＥＳＴ５
最多ブロックショット
（1 試合平均 3.5 本）
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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！
―ヒューマンコミュニケーション事業部東北地区担当

株式会社廣済堂

齋藤浩之部長に聞く

プロバスケの熱気と迫力、面白さ。群馬戦に乞うご期待！

仙台で情報誌を刊行して 30 年余り。地域密着や地域貢献にもっと努めようと、震災後からスポンサーになりました。初めて
プロバスケを観た時は大感動。選手紹介の演出からワクワク、ゲーム中の身体のぶつかり合いやスピード感、ヘッドコーチ
の派手なアクション‥。まさに目からうろこで、吸い込まれるような思いでした。以来、社員みんなでのめり込んでいます。
当社は毎年冠スポンサーも務めており、今季は 12 月 20 日の群馬戦を「Workin（ワーキン）＆まるっとデー」とし、タオルマ
フラーを先着 2000 名に進呈します。ぜひ一緒に応援しましょう。

求人情報と共通ポイントサービスで、地域活性化のお手伝い

チアーズのユニフォームにある「Ｗｏｒｋｉｎ（ワーキン）」は、地域密着の総合求人メディア。仕事を探している方と、人材
を募集する企業のより良いマッチングで、地域活性化のお役に立てればと思います。また、共通ポイントサービスの「まるっ
とサービス」も、来年３月からは話題の「ｉｃｓｃａ（イクスカ／市地下鉄 IC カード乗車券）」にも、まるっとポイントを貯め
られます。こちらも皆様と地域が盛り上がる、格好のツールとなるよう願っています。

勝利の美酒に酔えるよう、
ブースター一丸となって後押しを

■企業紹介

■株式会社廣済堂

【連載】

宮城県仙台市若林区舟丁 18-2

http://www.kosaido.co.jp/ 廣済堂仙台ビル TEL022-225-8010

金子宗太朗 選手

89ERS の活動も、地元に力を与え、子どもたちの夢
や希望を育むもので、目指す方向は当社と同じです
よね。でも東北楽天がそうだったように、チームの
勝ちは地域の盛り上がりに直結しています。ぜひ今
季こそは勝利の美酒を！私たちブースターも一丸と
なって後押ししていきましょう。

1949 年創業し、印刷業を中心に多角的に事業を展開。仙台では 1980 年に「ア
ルバイト情報」を創刊。後に「QＪ」に変更。さらに 2001 年から「Workin」に。
県内広域情報をカバーする毎週月曜日の「宮城版」、仙台市内中心部の情報
を集めた毎週木曜日の「仙台街なか版」を発行。おトクで便利な共通ポイン
トサービス「まるっと」も加盟店が増加中で、来年 3 月の「icsca」利用に期
待が集まっている。
◇ヒューマンコミュニケーション事業部仙台営業所／
◇本社／東京都港区芝 4-6-12

TEL03-3453-0550

父親が大好きで
「お父さんと結婚すること」と言っていた幼少期。小学 2 年のときに亡くなっているので記憶はほとんどないのですが、今の僕の
走り方や足の組み方など振る舞いは父にそっくりだと聞きました。なんだかとても嬉しかったです。小さい頃両親がとても厳しく躾をしてくれ
たので、言われたことを守る聞き分けの良い子だったみたいです（笑）1 歳になる前にオムツがとれていたくらいですから（笑）そんな僕も中二
のとき反抗期を迎えましたが、半年で終了。今では厳しく躾をしてもらったことに感謝をしています。バスケを始めたのは小学校 6 年生のとき。
とにかく下手だったのでチームメイトから信用されず苦いスタートでした。悔しさをバネに母親を連れ出して夜中にシューティングをしたり
ランニングをしたりしたのを覚えています。当時の夢は「社長になること」だった僕がバスケを今でも続けていることは不思議に思うこともあ
りますが、
これも縁。
ここにいられて良かったと思っています。

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 5 回目
は、金子宗太朗選手の
登場！当時の裏話や知
られざる過去が明らか
に！？

小学 6 年生

1歳

高校 2 年生
3歳

1歳

冬はバスケ！ 年末年始はバスケで熱く盛り上がろう！
1 / 17・18
昨季のファイナリスト
強豪・秋田との東北ダービー

12 / 20・21
クリスマスプレゼント GET の大チャンス！

2014 年最後のホームゲームは、1 年間応援していただいた皆様に感謝の気持ちを込めて
クリスマスプレゼントをご用意しています。“勝ち星” と一緒にお持ち帰りください！
■日程
■会場
■対戦

12 月 20 日 ( 土 ) 15:00 開場／ 17:20 開演／ 18:00 試合開始
12 月 21 日（日） 11:00 開場／ 13:30 開演／ 14:10 試合開始
仙台市体育館（仙台市太白区富沢 1-4-1）
群馬クレインサンダーズ

【スペシャル①】

20 日 Workin& まるっとデー
先着 2,000 名様に
『オリジナルタオルマフラー』
（非売品）プレゼント！

■日程
■会場
■対戦

1 月 17 日 ( 土 ) 16:30 開場／ 17:20 開演／ 18:00 試合開始
1 月 18 日 ( 日 ) 11:00 開場／ 13:20 開演／ 14:00 試合開始
ゼビオアリーナ仙台（仙台市太白区あすと長町 1-4-10）
秋田ノーザンハピネッツ

【席種限定】オリジナルＴシャツプレゼント
1/17・18 限定で、下記対象席種ご購入の方に
試合当日オリジナルＴシャツを
プレゼントします！

【スペシャル②】
両日
スポンサー・協賛企業様にご協力いただき、
両日合わせて 2,000 名以上の方に、
クリスマスプレゼントが当たる大チャンス！
何が当たるかは・・・お楽しみに

チケット購入は

2014-2015 シーズン前半戦の“天王山” 秋田ノーザンハピネッツとの東北ダービー。
会場を黄色に染めて、秋田を圧倒しよう！席種限定でオリジナルＴシャツを配布し
ます！完売必至！対象席種はお早めにお買い求めください！

■対象席種
・プレミアムシート
・コートサイド S
・コートエンド
・アリーナ指定（メイン・ベンチ）
※アリーナ指定（アウェイ）はプレゼント対象外です。

・ブースター自由
・2F 指定 A（メイン・ベンチ）
■注意事項
・当該試合の 2Ｆ指定Ａ以外の座席はナイナーズチケットのみの取り扱いとなります。
・上記対象席種のシーズンシートをお買い求めいただいているみなさまもプレゼントの対象となります。
・T シャツの受取は試合当日のみになります。

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

89ers Ticket
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！

詳細はこちら

http://89e r s . t s t a r . j p /

※本紙掲載の写真および記事の無断転載を禁じます

