
巻頭特集 好調を堅持して、もっと上へ！
４月、５月を見据える、河内HCの熱い意気込み
レギュラーシーズン前半を終え、89ERSは17勝9敗、東地区4位で折り返す。プレイオフ進出が見えてきたとはいえ、
有明行きを狙うには、1つでも上を目指さなければならない。新年の初戦に向け、河内修斗HCに胸の内を伺った。

年末こそ連敗したものの、チームは好調を維持。「うちの場合、オフェンスでどこからでも点数が取れてい
るのが強みです」と、振り返る。「特に外国人選手のバランスが良く、インサイドも外も、どちらでもいけ
る」。途中で故障の 2人が入れ替わったことが、逆にいい方向に向かった。
激しいディフェンスから速い展開で攻める、ＨＣのバスケットは昨季から変わらない。「去年から在籍する
選手はもちろん、今は外国人も含め全員が理解して同じ方向を見ている」。さらに、「昨季は怪我人が出る
とガクッと落ちたけれど、今年は多少の怪我があっても踏みとどまることができ、チームとしては非常に
いい流れ」と、手応えは上々の様子。
シーズン前の、食事指導やメンタルトレーニングも加えた身体強化も奏功した。それでも、「うちが負ける
試合は、点数を離されると我慢できず、オフェンスが雑になって自滅するパターン。そうではなく、たと
え 10 点離されようが、いつも丁寧に自分たちのバスケットをしていくというメンタリティーの強さが必要
です」と分析する。

今はチーム一丸でいい流れだが、修正すべき点も

後半戦のカギはと問えば、「やはりディフェンスです。うちは日本人が前線からプレッシャーをかけ、その
背中を見て外国人も上がってくるというスタイル。これを再度徹底したい」。さらに「浜松戦はリバウンド
で負けた上、一番やられてはいけないことをさせてしまった。激しい中でも頭を使い、考えながらのプレ
イが必要」と強調する。
後から加入した外国人ビッグマン 2人は頼もしい存在だ。「ただ 2人が同時にコートに立った時、不慣れな
せいかオフェンスが停滞したことがあった。そこを修正できれば、チームの大きな武器になるはずです」、
期待が膨らむ。
「大切なのは 4月、5月」と HC。「ホームアドバンテージの取れる 4位以内、2位以内はもちろん、うちは
東地区 1位も狙えるチーム」ときっぱり。その地点を遠くに見据えながら、1試合ずつ確実に勝ち上がっ
ていこうとの算段だ。
ブースターへのメッセージとしては「“挑” というスローガンのもと、チーム創設 10 周年の節目に、必ず
いい結果を出せるよう頑張ります。ぜひ 17 ～ 18 日、ゼビオアリーナで仙台の応援をお願いします」との
ことだった。　　　

白星を１つずつ重ね、東地区１位を狙っていく

開催日 対戦 スコア 勝敗
10月4日（土） 64-74 ●
10月5日（日） 77-69 ○
10月11日（土） 90-76 ○
10月12日（日） 69-81 ●
10月18日（土） 91-80 ○
10月19日(日) 75-76 ●
10月25日（土） 87-66 ○
10月26日（日） 103-50 ○
11月1日（土） 95-76 ○
11月2日（日） 82-55 ○
11月8日（土） 71-90 ●
11月9日（日） 66-77 ●
11月15日（土） 97-65 ○
11月16日（日） 95-80 ○
11月22日（土） 85-82 ○
11月23日（日） 86-91 ●
11月29日（土） 86-73 ○
11月30日（日） 85-66 ○
12月6日（土） 91-67 ○
12月7日（日） 76-75 ○
12月13日（土） 89-87 ○
12月14日（日） 97-76 ○
12月20日（土） 89-82 ○
12月21日（日） 88-93 ●
12月27日（土） 77-84 ●
12月28日（日） 69-99 ●

岩手ビッグブルズ

秋田ノーザンハピネッツ

新潟アルビレックスBB

埼玉ブロンコス

浜松・東三河フェニックス

ライジング福岡

バンビシャス奈良

埼玉ブロンコス

群馬クレインサンダーズ

福島ファイヤーボンズ

京都ハンナリーズ

富山グラウジーズ

大分ヒートデビルズ
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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 6 回目
は、志村雄彦選手の登
場！当時の裏話や知ら
れざる過去が明らか
に！？

今シーズンのオールスターゲームは 2 月 1 日（日）に群馬で開催！仙台 89ERS
からは TEAM EAST のメンバーに主催者推薦で、ケジュアン・ジョンソン選手が
選出されました！初めての出場となります。また、同日開催される「スリーポイ
ントコンテスト」への出場も決定！選ばれし戦士が一堂に会す、年に一度のバス
ケットの祭典をお見逃しなく！

仙台 89ERS の 2015 年は、1月 17 日（土）・18日（日）、あすと長町のゼビオアリーナ
仙台でのホームゲームでスタートします！対戦は昨シーズンのリーグ準優勝チーム、強
豪・秋田ノーザンハピネッツとの東北ダービーと盛り上がりは必至！対象席種お買い上
げの方には、限定Ｔシャツもプレゼント！会場を黄色に染めて、秋田を圧倒しよう！

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

ネットワークの力で89ERSを応援。
地域を明るく、元気に！

―仙台キャベツ局　植田和宏局長に聞く

プロバスケは、10数年前からＮＢＡの迫力にハマって観ています。そして埼玉勤務をきっかけに、ｂｊリーグも応援する
ようになりました。
地域ネットワークを事業としているからには、地元のプロスポーツを盛り立てることは使命の一つでしょう。ベガルタ、
楽天もサポートしていますが、89ERS のホームゲームではスマイルカメラを提供し、ZAQグッズ等をプレゼント。また局
では、試合中継を行っており、今後はバスケット教室の開催や、チーム番組を作るなどして、ファンの裾野を広げていきた
いと思います。

バスケット教室開催や番組放映で、ファンの裾野を広げたい。

私自身、会社のフットサルチームや野球チームに関わり、野球では少しプレイもしています。いつも思うのは、スポーツは
勝つことが大事。特にプロは白星が薬になり、勢いにもなる。勝つことが選手や運営会社、ブースター、スポンサー、地域を
元気にするのです。勝ってブースターが増えれば、会場周辺の商店街もどんどん活気づくでしょう。今季、89ERS は調子が
いいので、ぜひ上位を狙ってください。強くなって仙台の街を明るくし、一緒に復興の後押し役も担っていきましょう。

白星こそがクスリ。勝てば地域が盛り上がり、復興の後押しも。

当社では去年からＣＡＴＶ専用チューナーを一新。
放送中の番組や録画番組がタブレットやスマホで視聴できるようになりました。　録画機能を充実させたことにより、昨
今のテレビの視聴形態の変化に対応できるようになりお客様にも好評をいただいております。
当社は、お客様の身近なところで役に立ち、地域に貢献してまいります。ただし 89ERS の応援は、放送だけでなく、会場に
もぜひ足を運んでください。

活発すぎて、怪我しまくってましたね（笑）。　小学校に入学してランドセルを背負うことが嬉しくてたまらなかったのに、す
ぐに鎖骨を骨折して手提げで登校した残念な経験も。小 3 の頃はドッジボール中に滑って転んで、生えたばかりの永久歯の
前歯を折りました。。１年に１回ペースで大きな怪我をしては、おばあちゃんに泣きついていたのを覚えています。ちなみに
授業中は座っていられない子どもでした（笑）
子どもの頃は父と母にいろんなところに連れて行ってもらっていました。小５の時はＮＢＡを観に父と二人でアメリカ旅行
へ。あの時の興奮は今でも忘れられません。

ケーブルテレビから “スマートテレビ” へ、お客様の身近なところで貢献。 1983 年創業、仙台市北部東部を主なエリアとしてケーブルテレ
ビ事業、インターネット事業、電話事業等のサービスを提供。
昨年から仙台市若林区、宮城野区の一部をサービスエリアに拡
大。ケーブルテレビは約 27 万世帯へ提供可能となり、現在は画
期的な “Ｊ：ＣＯＭスマートテレビ” を推進しています。

◇宮城県仙台市泉区八乙女中央 2-3-20　TEL022-220-1234
■株式会社ジェイコムイースト仙台キャベツ局

■企業紹介

詳細はこちら　 http://89ers.tstar.jp/チケット購入は 89ers Ticket
チケットの購入・引き取りが断然便利に！ ケータイ・パソコンで豊富な席から選んで購入！

株式会社ジェイコムイースト仙台キャベツ局

←０歳の頃、父と姉と ↑ 小５アメリカ旅行 ↑

http://www.jcom.co.jp/

初バスケ！年始も熱く盛り上がろう！
強豪秋田との対戦は必見！

ターキッシュ エアラインズ ｂｊリーグ  2014-2015シーズン　
オールスターゲーム in 群馬
ジョンソン選手が出場決定！

[ 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（ホーム）
・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
・ブースター自由
・2F 指定 A（メイン・ベンチ）

下記対象席種お買い上げの方に
限定 Tシャツをプレゼント！

17日配布

18 日配布

■開催日時
1月 17 日（土）18:00 試合開始
1月 18 日（日）14:00 試合開始
■会場
ゼビオアリーナ仙台
（仙台市太白区あすと長町）
■対戦
秋田ノーザンハピネッツ

■開催日
2月 1日 ( 日 )
 9:30　開場（予定）
10:30   開演（予定）
　　　  ・スリーポイントコンテスト
　　　  ・ダンクコンテスト
13:10   試合開始

■会場
ALSOK ぐんまアリーナ
（群馬県前橋市関根町 800 番地）

■問い合わせ
株式会社群馬プロバスケットボールコミッション
（0270－26－8639、平日 9:30 ～ 18：00）


