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もっと熱く！闘志を燃やして上昇だ！

「有明まで絶対に勝ち進む！」 ―＃４志村雄彦一問一答

オールスターブレイクを終え、レギュラーシーズンもいよいよ後半戦に突入。我が 89ERS はプレイオフ進出が確実な様子
だが、それに甘んじてはいけない。プロチームは常に上を見据え、その先のホームコートアドバンテージ奪取、有明進出、
コロシアムでの２勝までを目指さなければならない。チームの大黒柱として存在感を増す、志村選手に意気込みを聞いた。

課題はリバウンドと、相手の３ポイントを抑えるディフェンス

―シーズン後半が始まります。今の思いは？
チームは、ここ２カ月ぐらい連勝できていない状況。うちはどこと戦っても勝つ力があるけれど、連勝してこそ、本
物の力と言えるでしょう。だから、まず連勝することを目指し、自分もチームの勝利に貢献できるような仕事をした
いと思います。
―１月の秋田戦２日目、志村選手の３連続３ポイントで追い上げ、盛り上がりました。
いつも勝負どころで決めたいと思っていて、あの試合はあそこしかなかった。日頃から意識して取り組んでいる成果
が出始めたかも‥。最近はＫＪ（ジョンソン）やインサイドのマークが厳しくなっているので、僕らが外角シュートを
いかに高確率で決めきれるかが鍵になってきます。ただ、試合に負けては意味がないですね。
―ここのところ、勝てそうな試合を落とす印象もありますが？
１勝１敗の秋田、新潟とも、本来は強いチームで、チームがまとまり徹底できている。うちの数字として表れている
課題が、リバウンドと、相手の３ポイントを抑えるディフェンスです。リバウンドを取れないとディフェンスの時間
が長くなり、ストレスが溜まって悪循環になる。また３ポイントも簡単にやられては駄目。今後、チーム全員でこの
課題を乗り越えていけば、おのずと勝てるようになるはずです。

岩手、富山との直接対決を全勝し、地区２位での有明を目指す

―現在のチーム状態は？チームリーダーとしてどう引っ張っていく？
チーム状態は良好です。うちは外国人選手が、どこと比べても引けを取らない力を持っているので、後半戦のキーポ
イントは、日本人選手がどこまで活躍できるかにある。自分としては、しっかり先頭に立って、まず得点面で貢献し
たい。ＫＪのマークがきつくなるのは間違いないので、彼から出るパスをしっかり決めていく。そうすればＫＪもラク
になるはずです。
―プレイオフに向けた意気込みを聞かせてください。
今、うちは東地区４位で、秋田が１位。このまま進み、準決勝を秋田のホームで戦うのは厳しいと思う。東で優勝す
るためには、レギュラーシーズンを２位で終え、秋田とは有明で戦いたい。幸い僕たちには、現在２位の岩手、３位
富山との直接対決が残っており、これを２勝ずつ取れば上に行けます。そのためには、下位のチームには絶対に負け
られません。

来季オールスター仙台開催に向け、選手としての意思と期待と

―来季のオールスター開催地が、09-10 シーズン以来２度目となる仙台に決まりました。
チームや地元、ブースターにとって非常に喜ばしいこと。来年も仙台在籍が決まっているので、とても楽しみです。
11-12 シーズンは僕もファン投票で出させてもらったけれど、その実、オールスター選手としての数字を残せていな
かったように思う。来シーズンは選ばれる、選ばれないに関わらず、数字をしっかりと残せるプレーヤーになりたい
ですね。
―２月 14 日が 32 歳の誕生日で、バレンタインですね。体力的には？
結婚したら、バレンタインチョコの数が激減しました（笑）。さておき、日本人最年長だけれど、コンディションは良
く練習もしっかりこなせ、体力面では心配ありません。ＫＪのお陰でプレイタイムも無理がなく、ストレスもない。
もともと自分の中では、後半戦にピークを合わせてきたので、これからどんどんプッシュしていければと思います。
―最後にブースターへメッセージを。
まずプレイオフを必ずホームで開催して、有明まで行けるように頑張ります。皆さんの応援がチームの力になります。
ぜひ一緒に戦っていきましょう！
（取材 /2015.2.5）
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ターキッシュ エアラインズ bj リーグ
オールスターゲーム in 群馬

2 月 1 日 ( 日 )、ALSOK ぐんまアリーナを会場に「ターキッシュ エアラインズ
ｂｊリーグ オールスターゲーム in 群馬」が開催されました。
選ばれし戦士が集
結する年に一度のバスケの祭典に、全国から 4328 名ものブースターが駆けつ
け、会場は熱気に包まれました。
仙台 89ERS からは、主催者推薦により選出さ
れたケジュアン・ジョンソン選手が出場。
同日に開催されたスリーポイントコ
ンテストにも出場したジョンソン選手は、予選で出場選手 6 名中 5 位となり残
念ながら決勝に進出することはできませんでしたが、そのあと行われたゲーム
においては、第 2 ク
オーターからの出
場で 15 得点、6 リバウンドの活躍で存
在感を見せつけました。試合は両者譲ら
ぬ展開でしたが、接戦を制し WEST が勝
利（EAST 94-105 WEST）
。
試合後には迫力
あるプレイで魅了してくれたスターた
ちに惜しみない拍手が送られました。

オールスターゲーム次回開催地
仙台に決定 !!

来たるシーズン 2015-2016 シーズンのオールスターゲームが仙台で開催する
ことに決定しました！ｂｊリーグでは 10 回目、そして仙台では 2009-2010 シー
ズンに続き 2 回目の開催となります！ 2016 年 1 月に、ゼビオアリーナ仙台を
会場に開催予定です！ご期待ください！
次回開催地の発表がされた群馬オールスターの会場で、試合終了後に群馬の後
藤代表から仙台・中村代表へはボールのリレーが、群馬・サンダくんからティ
ナにはダルマが贈られました。

今回のオールスターゲームでは、ｂｊリーグ初となるチアオールスターも結成されまし
ター た。各チームから推薦で選ばれた１名、全 22 名で一夜限りの特別パフォーマンスが披露
ールス
チアオ も
されました。仙台 89ERS からは 89ERS チアーズを代表して鈴木保之香さんが出演！
オールスターに華を添えました！
結 成！

■鈴木保之香さんコメント

普段はダンスのジャンルも、カラーも
違うメンバーが 1 日で合わせること
には難しさもありましたが、みなさん
意識が高く、
「応援する」という熱い気
持ちは一緒だったので「初めまして」
とは思えないくらい団結することが
できました。このような場にチームを
代表して立たせていただき、改めて自
分のチームに誇りをもつことができ
ました。そして後半戦への気持ちも更
に高まりました。今回の経験で感じた
ことをメンバーに伝えて、財産にして
いきたいと思います。

■ケジュアン選手コメント

田中亮 選手

いつもは対戦相手の選手たちと、チームメイトとしてプレイで
き、話しもできた。とてもエキサイティングな楽しい経験。15
点以上取れたと思うけど、外国人選手で自分が一番小さかった
ので、プレイタイムが限られ、残念です。来年は仙台開催とのこ
とで、また出場できたら最高！シーズン後半戦はこの経験を生
かし、プレイメーカーとして一試合ずつ集中し、89ERS の仲間
とともにしっかり上を狙っていきたいと思います。チームの勝
利に貢献するのが先決だけれど、できれば得点ランキングトッ
プも維持しながら頑張りたい。

【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 7 回目
は、田 中 亮 選 手 の 登
場！当時の裏話や知ら
れざる過去が明らか
に！？

怖いものしらずでよく怪我をしていた小学時代、打って変わって中学時代はビビリになったので無茶はしなくなりました
（笑）。小さい頃仲間はずれにされた経験があったので、とにかく「仲間はずれ」を嫌い、一人でいる子には積極的に声をか
けるような子どもでした。小学時代はサッカーや野球に親しんでいたのでバスケットは休み時間にやる程度。本格的に始
めたのは中学時代でした。高校 3 年生のときにｂｊリーグが出来たことが、プロを目指すきっかけに。これまでのバスケ人
生でアメリカにいた時代も含め、チームプレイを重んじる良い指導者に恵まれ、その人たちを信じてここまでやってきま
した。バスケが繋いでくれた縁に感謝しています。

＃5

【仙台開催は東北ダービーシリーズ】
2 / 14・15 vs. 青森ワッツ
3 / 7・ 8 vs. 福島ファイヤーボンズ

いよいよ後半戦に突入！プレイオフ進出、有明コロシアムでのファイナルズへ向けて、
負けられない戦いが続きます！２月以降のホームゲーム仙台開催は、東北ダービーが
続きます。 青森ワッツ、新規参入・福島ファイヤーボンズは、過去仙台 89ERS に在
籍した選手が多数在籍しています。どちらの対戦も盛り上がり必至！
お見逃しなく！

2 シーズン連続 3 回目の白石開催
とんとんの丘もちぶた館 &
おおがわら天然温泉いい湯プレゼンツ
仙台 89ERS ホームゲーム in 白石
昨年も熱く盛り上がった白石開催！
今シーズンも一丸となって “白石決戦” に『挑（いどみ）』ます！
仙南は観光スポットも多数！観光もしながら仙台 89ERS を応援に行こう！

■開催日時
2 月 28 日（土）
14:00 試合開始
3 月 1 日（日）
14:00 試合開始
青森・高岡大輔選手

（2009-2014 シーズン仙台在籍）

開催日

開催日

2 月 14 日（土）

18：00

2 月 15 日（日）

14：00

3 月 7 日（土）

18：00

3 月 8 日（日）

14：00

■特別協賛

青森・高橋憲一選手

福島・野上淳史選手

（2006-2012 シーズン仙台在籍）

開催日
青森ワッツ
福島ファイヤーボンズ

（2012-2014 シーズン仙台在籍）

会場
仙台市体育館
（地下鉄富沢駅より徒歩 5 分）

ジェイ商事株式会社（2 月 14 日）
サッポロビール株式会社（3 月 7 日・8 日）

チケット購入は

■会場
白石市文化体育活動センター
（ホワイトキューブ）
■対戦
東京サンレーヴス
■特別協賛
株式会社ヒルズ

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 /
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