
巻頭特集 新戦力とともに、TKbj ラストシーズンが始動！
新季のチームづくりに加え、来季からの統合リーグに向かう準備と、目まぐるしい昨今。そんな中、仙台 89ERS は 7月、日本人選手だけでの練習を開始した。
新ルール適用など、激動期に向かうチームだが、選手たちは一様に明るく、はつらつとプレイ。新加入の３人に話を聞いた。

―出身地に戻った印象は？
ドームやトレーニング施設など環境が素晴らしいし、地元仙台で高校の先輩後輩と一緒なのは嬉
しいこと。チーム全体が元気で、モチベーションを上げてもらっています。
―目指すプレイスタイル、座右の銘は？
オフェンス、ディフェンスともリーダーシップを取っていければと‥。アウトサイド、インサイ
ドとも場面ごとに上手く動いて引っ張る。座右の銘は、準備万端との意味で「寝る子は育つ」。   
９時間睡眠を目標にしています。
―家では１歳のボクのパパですね。 
オフの日に、家族でランチに行くのが楽しみ。まだ先だけど、息子がバスケしたいと言ったら、やっ
ぱり嬉しい、かな。
―リスペクトする人は？
栃木時代に一緒だった田臥勇太選手。プレイだけでなく、バスケに向かう姿勢、ふるまい、思い
やり、純粋さ、すべての面で尊敬しています。
―目標と、ブースターメッセージを。
しっかり準備して、やるからには優勝が目標。TKｂｊ最後の年を、ブースターさんと一緒に突き
進み、有明で勝利の喜びを分かち合いたいと思います。

場面ごとにチームを牽引し、優勝街道を目指す。　
＃
片岡  大晴
91

1985/12/24 生　
仙台市出身　184cm/80kg

G/Ｆ

→仙台高校
→白鴎大学
→リンク栃木ブレックス（NBL）
→京都ハンナリーズ
→レバンガ北海道（NBL）
→仙台 89ERS

―チームに合流した感想は？
みんな練習の２時間前ぐらいから入って調整するなど、前向きでエネルギッシュ。自分も遅れな
いよう、勉強しながらルーティーンを作っています。
―仙台高校の先輩たちとは？
偉大な先輩たちに、「自由に思い切りやれ」と言ってもらえラクになりました。いいお手本ばかり
なので、懸命について行きたい。
―自身のプレイスタイルは？ 
オフェンスは、ドライブをベースにゲームメイクできれば。駆け引きなど選択肢を増やしたいので、
シーズンまでに練習を積んでいきます。ディフェンスは外国籍選手にも負けないよう、アグレッ
シブに動くつもり。
―あご髭はトレードマーク？座右の銘は？
広島時代にたまたま髭の写真がグッズになってしまい、剃ったら「アレ？」と‥。以来剃ってい
ません（笑）。座右の銘は、失敗を恐れず挑戦しようと、「死ぬこと以外、かすり傷」。
―ブースターへメッセージを。
試合で結果を残し、早く「ヤナ」と覚えてもらえるよう頑張ります。ぜひ、有明へ一緒に行きましょう。

偉大な先輩たちを手本に、ガツガツと若さで突き進む。

＃
柳川 龍之介
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1991/6/11 生　
仙台市出身　188cm/84kg

Ｆ

→仙台高校
→白鴎大学
→広島ドラゴンフライズ (NBL)
→仙台 89ERS

1991/6/11 生　
仙台市出身　188cm/84kg

→仙台高校
→白鴎大学
→広島ドラゴンフライズ (NBL)
→仙台 89ERS

―チームの印象は？
全員が声を出し、練習は終始明るく、すんなり溶け込めました。
―自身のプレイスタイルは？足が速いですね。
ディフェンスは小柄な分、前から粘り強くプレッシャーをかけ続ける。オフェンスは切り替えを
速く、スピードを生かして自分で行ったり、パスを飛ばしたり。速い展開を心がけたいですね。
―目標は？座右の銘は？ 
昨季はプレイタイムがもらえなかったので、仙台ではまず戦力になること。まだ力が一番下なので、
人一倍練習し、早く追いつくことが目標です。座右の銘は「一期一会」。これまで色んな方に出会
い、教わり、経験し、今の自分がある。バスケに関わらずあらゆる方々との出会いを大切にし、
自分のプラスにしたい。
―オフの日はどう過ごす？
温泉が好きで、新潟時代はよく友達と日帰り温泉に行きました。仙台も近郊に色々あるそうなので、
リフレッシュに行くのが楽しみ。
―ブースターへメッセージを。
早く覚えてもらえるよう、ブースターさんが楽しかったと思えるゲームに貢献できるよう頑張り
ます。応援をよろしくお願いします！

スピードを生かし、チームに貢献できるよう努める。

＃
坂井 耀平
9

1991/5/20 生　
東京都出身　167cm/64kg

PG

専修大付属高
→アップルスポーツカレッジ
→新潟アルビレックス BB
→仙台 89ERS

（7月 15 日取材）

7 月 30 日、2016 年秋に開
幕する新リーグに関する発
表があり、仙台 89ERS は国
内最高峰となる 1部リーグ
で開幕を迎えることが決定
しました！
みなさま、多くのご支援･ご
声援をありがとうございま
した！

ご報告
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2015-2016 シーズン
仙台 89ERS ブースタークラブ
「Club ナイナーズ」募集開始！
お得に・楽しく仙台 89ERS を応援できる
「Club ナイナーズ」の募集を開始しました！
それぞれにあったプランで、
仙台 89ERS に熱いブーストをお願いします！

仙台 89ERS をもっと熱く応援しよう！！

詳細はコチラ　http://www.89ers.jp/booster/
お問い合せはコチラ　仙台89ERSブースタークラブ事務局　TEL:022-215-8138

仙台 89ERS
シーズンシート 2015-2016 発売中！
仙台89ERSのホームゲームを対象とした、シーズンシートの申込を開始しました！各会場
でブロック指定も可能で、特典も満載な大変お得なチケットとなっております。ハーフシ
ーズンや回数券など、みなさまに合わせてお選びいただけます。試合会場で仙台89ERSを
応援しよう！

シーズンチケットのお得なポイント
●最大20％OFF
●使わなかったチケットの
                            振り替えサービス
●ブロック指定が可能
●オリジナル特典プレゼント
●プレイオフ･オールスターの
                チケットも優先購入可能

詳細はコチラ　
http://news.89ers.jp/?eid=1703
【お問い合せ先】
  仙台89ERS チケット事務局
  TEL：022-215-8138
       （平日9：00～18：00）

開催日 会場
シーズンシート 土曜パック 日曜パック ゼビオパック
（22 試合） （11 試合） （11 試合） （10 試合）対戦

10 月 10日　（土） 
10 月 11日　（日）  2

0
1
5

2
0
1
6

10月 24 日　（土） 
10 月 25 日　（日）  
11 月 14 日　（土） 
11 月 15 日　（日）  
11 月 28日　 （土） 
11 月 29日　 （日）  
12 月 12日　 （土） 
12 月 13日　 （日）
12月 26 日　（土） 
12 月 27 日　（日） 
2 月    6 日　（土） 
2 月    7 日　（日）  
2 月 20日　（土） 
2 月 21日　（日）  
2 月 27 日　（土）
2月 28 日　（日）  
3 月 12 日　（土） 
3 月 13 日　（日） 
3 月 26日　（土） 
3 月 27日　（日）  
4 月    9 日　（土） 
4 月 10日　（日）  

南三陸町総合体育館

仙台市体育館

ゼビオアリーナ仙台

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

仙台市青葉体育館

白石市
文化体育活動センター

ゼビオアリーナ仙台

ゼビオアリーナ仙台

ゼビオアリーナ仙台

仙台市体育館

富山

福島

岩手

埼玉

青森

横浜

新潟

東京

浜松

石川

長野

群馬

4月 23 日　（土） 
4 月 24 日　（日）  ゼビオアリーナ仙台秋田

プレミアムシート
コートサイド S席
コートエンド席

大人
小中学生
大人
小中学生
大人
小中学生

シーズンシート ハーフシーズン
22 試合
231,000
129,900
66,000
57,400
21,600
49,600
17,600
50,700
16,000

------------

73,000
37,100
32,300
12,100
27,900
9,900
28,500
9,000

11 試合

アリーナ
   指  定

ブースター
   自  由

2F
指定席

席  種
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メンバーズ
カード
当日券の
前売価格で
の購入権

ホームゲーム
先行入場権4

5 来場ごとに
トレーディング
カードを進呈

6
来場
ポイントラリー
参加権7

7

ブースター
会員限定イベント
参加権

つの共通特典

1

① ②

③ ④

⑤

2
3

第 1回目は
いきなり番外編、
河内ヘッドコーチの
アメリカ日記です！

ウェンデル選手の出身大学の UNLV で
行われた、NBA サマーリーグを視察 !

bj リーグトライアウト以来の、約 7年振りのラス
ベガス。相変わらずキラキラの眠らぬ街でした(笑)

ラスベガスで行われた
コーチングクリニック、
CoachingU に参加しまし
た。　NBA の HC･AC など
のクリニックや、フロ
ントの方からのお話を
聞くことができました。

　色々と勉強する事が出来ましたし、学ぶ事の
大切さを再確認しました。

ロサンゼルス、ラスベガス
にていくつかのキャンプに
参加しました。
　オフシーズンのこの時期
は、様々な場所で行われて
ます。新たな選手やコーチ
に出会うことも出来ました。

ハンバーガーやサンド
イッチばかりの生活で
したが、可能な限りお
米、野菜を取る努力を
した旅にもなりました
（笑）

Topics

2015-2016 シーズンのスローガンが「ONE」に決定！
このスローガンには、優勝というひとつの目標のために、
選手、チームスタッフ、フロントスタッフはもちろん、ス
ポンサーのみなさま、ブースターのみなさま、応援してく
ださる地域のみなさま、89ERS に関わる全てのみなさまが
心をひとつにし、有終の美を飾るというひとつの目標に向
かい躍進していく決意を表しております。

スローガン「ONE」決定！

ホームゲーム
先行入場権


