
■ＨＣ　河内修斗

　（4月 2日取材 )

巻頭特集 今年こそ！有明へ、必勝宣言
個々が融合して増殖。超チームパワーで戦い抜く！
レギュラーシーズンも大詰めを迎え、仙台 89ERS は現在東地区３位と、好位置をキープしている。
しかしチームが目指すところはもっと上、有明コロシアムでテッペンまで上り詰めることだ。
さあ、地域の期待は高まるばかり。勝利に向かう各戦士たちの、“誓いの言葉” を紹介しよう。　

チーム創設 10 年という節目に、必ずいい結果を残
す！勝ち上がって有明に行き、仙台ブースターの皆
さんと一緒に戦います！ ■＃０　ジェラル・デービス

得意のブロックショットを、何本も決めよう！そし
て、僕ができるパフォーマンスを全てチームに捧げ、
必ず勝利につなげたい！

■＃１　ケジュアン・ジョンソン
コート上では極限までハードなプレイに徹して、と
にかく勝利！ゲーム終了時、パワーを出し切ったと
感じるところまで、とことん闘い抜く！ ■＃４　志村　雄彦

ここに来て体調が上がってきたので、全てのカテゴ
リーで、今季一番の数字を出したい！チーム一致団
結して、勝つためにプッシュプッシュ！

■＃５　田中　亮
試合中はベンチでもコートでも、どんどん声を出し
てチームを盛り立てる。出場するチャンスがあれば、
外角シュートでチームに貢献します！ ■＃６　菊池　真人

ディフェンスでの泥臭いプレイをもっともっと追求
します。外国人とマッチアップしても、リバウンド
で負けないよう、思い切り身体を張っていく！

■＃１０　金子　宗太朗　（キャプテン）
チームが団結して勝ちに行けるよう、活気ある雰囲
気作りを頑張る。試合に出たら、アクティブに動き
回って、強いエナジーを注ぎたい！ ■＃１１　和田　保彦

オフからの目標（大東文化大の同期、沖縄・岸本選
手と、ファイナルでマッチアップすること）を果た
せる、「日々努力」あるのみ！

■＃１４　佐藤　文哉
これまで以上に強い気持ちで立ち向かい、３ポイン
トシューターとして勝利に貢献。スタメンの時は試
合の流れを作って責任を果たす！

■＃３３　高田紘久
目標にしてきた「優勝」に向け、ここからはトップ
ギアで突っ走る。どんな局面でも対応できるよう、
練習やオフの段階から頑張っていきます！

■＃４１　ウェンデル・ホワイト
ベテランの選手として、これまでの全ての経験を
チームの勝利のために活かします！

■＃４４　エイドリアン・モス
ディフェンス面、特にリバウンドでは絶対負けない
よう、ボールにアグレッシブに食らいつく。チーム
が勝つためのプレイに徹していく！
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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 9 回目は間橋 GM、近藤 TO の登場！
当時の裏話や知られざる過去が明らかに！？

現在ホーム連勝記録「８」タイと好調の仙台 89ERS の次回ホームゲームは、レギュ
ラーシーズンの最終戦となります！プレイオフホーム開催をかけた大一番です！
19日（日）の最終戦は、開場時選手がハイタッチでお出迎えするほか、試合終了
後には選手、スタッフ、89ERS チアーズ、ボランティアスタッフ、そしてブースター
のみなさん全員で集合写真撮影を実施するなどイベントも盛りだくさん！

プレイオフファーストラウンド、カンファレンスセミファイナルをホームで開催する場
合の開催概要及びチケット販売概要が決定！
レギュラーシーズンの 4位以内が確定した場合、プレイオフファーストラウンドを 5月 2
日 ( 土 )、3日 ( 日 ) の 2日間、太白区富沢の仙台市体育館で開催します。また、ファース
トラウンドで勝利し対戦チームがレギュラーシーズンの下位チームだった場合は、翌週 5
月 9日 ( 土 )、10日 ( 日 ) の 2日間、同じく仙台市体育館でホームゲームを開催いたします。

今シーズンもどんな時でも熱い声援で選手の後押しをしてくださったブースターのみな
さまと一緒に、楽しいひと時を過ごせるように準備を進めております。入場無料！事前
申込も不要！ぜひ、お気軽にご家族やお友だちをお誘い合わせのうえ、ご来場ください！

やんちゃ坊主でした（笑）双子の弟とは小さい頃
は一緒に遊んでいましたが、物心ついた頃にはお
互いに比べられることが嫌で、行動を共にするこ
とは少なくなりましたね。今でも仲良し兄弟では
ないかもしれないけれど、意識し合う良きライバ
ルとして互いに自分を高められていると思って
います。バスケットは中学生から始めたので、も
う 30 年の付き合いに。これまでを振り返ると嬉
しかったことよりも、高 3 のインターハイに怪我で出られ
なかったことなど悔しかったことの方が多く思い出されま
す。「嬉しいことを喜びすぎると満足してしまい成長しな
い」という恩師の言葉に忠実にやってきたからかな。今でも
大好きなバスケットに携わっていられることは、本当に幸
せ。何かひとつでも欠けていたら『今』はないわけですから。

4,200ｇで生まれたビッグベビーは6ヶ月で歩き出したそうです。
三人兄弟の末っ子でしたが、末っ子のわりには大人しく、聞き分
けの良い子だったようです。人見知りは今も変わりません。
子どもの頃は野球とサッカーをしていました。幼稚園の頃の写真
で、一目瞭然かと（笑）バスケットを始めたのは小学 4年生。兄の
影響でした。（“岩手の星”と呼ばれ始めたのはいつ頃ですか？）高
校ですね（照）高校時代、志村選手と対戦する機会があったのです
が、ボコボコにしてやりました！試合中志村選手に肘が当たって
しまったんです。そういう意味でボコボコ（笑）　「バスケで食べ
ていきたい」と大学時代に決意し、プロ選手を経て今もバスケッ
トに関わる仕事ができていることはとても幸せに感じています。

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！

↑高校1年生
↑
間橋
GM

↑
秋田 現HC
長谷川氏

↑
秋田 現 GM
大場氏

ひとつでも順位を上げてプレイオフへ進出できるよう、会
場を黄色一色に染めてチームを後押ししてほしい！という
思いを込めて、来場者全員にチアペーパーを配布します！

会場を黄色に染めて応援しよう！

ゼビオアリーナ仙台（太白区あすと長町）

株式会社グラン・スポール（4月 18 日）
株式会社ホテル佐勘（4月 19 日）

信州ブレイブウォリアーズ

4月 18 日（土）　18:00 試合開始（16:30 一般開場）
4月 19 日（日）　14:00 試合開始（12:30 一般開場）

■開催日時
5月 4日（月・祝）　
12:30 開場／ 13:00 開始

■場所
HALEO ドーム・
FUT MESSE 仙台長町
※HALEO ドームは土足厳禁のため、
室内用シューズをご持参ください

■参加者
仙台 89ERS 選手、
スタッフ、
89ERS チアーズ
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プレイオフ 1st ラウンドをホームで迎えられるかどうかは、今週末の信州戦が鍵。連勝すれば有利になるので、必ず勝ちに行かな

くては。また最終となる次週は、プレイオフで対戦するかもしれない青森。あらぬ“期待”を与えないよう、徹底的に叩きたい。

ここまで 33 勝し、初の 11 連勝も記録したのは、今季のチームが強い証だ。シーズン大詰めとなるこの時期は、戦術云々より怪我

をしないことが大事。全選手がベストなコンディションで試合に臨み、自信を持って戦えば、自ずと結果は出ると思う。

プレイオフは短期決戦。どのチームも同じ思いだろうが、何が起こるかわからない。うちのチームとしては、成績を自信に変え、

強い気持ちで戦うだけだ。初体験の選手も多いが、一方で志村や外国人選手らベテランも多い。若い選手が臆せず立ち向かい、そ

れをベテランがコントロールすれば、さらなる力が出るはず。

目標が“リーグチャンピオン”ということは、選手もスタッフも一致している。常に確認し合いながらぶれずに突き進んできて、

手に届くところまで来た。ここから１試合１試合、一瞬一瞬を集中して闘い抜くことができれば、きっと叶えられると思う。

苦しいシーズンが続いたものの、やっと強いナイナーズが戻ってきました。今季こそブースターの皆さんと一緒に、有明で優勝の

喜びを分かち合います。ぜひ最後まで応援をお願いします。

チームは、チャンピオンへの道をぶれずに突き進んでいる！
～間橋健生ＧＭが語るチームの今、そして明日
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■会場
■対戦

■開催日時

■特別協賛

レギュラーシーズンホーム最終戦
ゼビオアリーナに行こう！
レギュラーシーズンホーム最終戦
ゼビオアリーナに行こう！

プレイオフチケット絶賛発売中！

仙台 89ERS ブースター感謝祭 2015
５月４日（月・祝）開催決定！

☆詳しくはコチラでご確認ください → http://news.89ers.jp/?cid=3

なお、試合の開催がなくなった場合は、購入されたチケットはすべて払い戻し扱いとなります。

昨シーズンの様子
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