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新戦力 ティージェイ ・ カミングス加入！
リーディングスコアラーへ 、膨らむ期待！

街にジングルベルが流れる師走の10日
（月）
、
新顔の外国人がHALEOドームに現れた。この日契約が基
本合意したばかりのティージェイ・カミングスだ。急展開での練習合流に加え、チームは 13 〜 14
日のアウェイ横浜戦を控えて本気モード。それでも、経験豊かな点取り屋は、自然体のプレイでチー
ムに溶け込んでいく。終盤の 5 対 5 練習では、インサイド、アウトサイドと自在に動いてゴールネッ
トを揺らしていた。きっと数日後の試合も、即戦力としてチームを勝利に導いてくれるに違いない。

優れた得点能力、コンビネーション、リバウンドも

練習後、カミングスについてピアス HC に話を伺うと、
「この状況での加入はタフなことだと思って
いたし、彼もとまどいはあったかと思う。でも、才能ある選手なので、しっかり期待に応えてくれ
るはず」と信頼を寄せる。
具体的に、どのようなプレイを望むのか？「彼の才能は得点感覚。外からも、ローポストからもス
コアできる。そしてウィラードとのコンビネーションプレイも生まれるだろうし、彼の参加でコー
ルマンも成長すると思う」
。身長 205cm はチーム２番目の高さで、
「ウィラードの他にもう一人強
いリバウンダーがほしかったが、彼はそれもこなせるだろう」
。

高く、強くなった 89ERS。牽引役としても
昨季は大分に所属し、得点部門リーグ５位、１試合平均 21.1 得点を記録し、３月には月間ＭＶＰも
受賞した。先月まで所属していた秋田では、開幕から 12 試合連続で先発したものの、チーム構想
から外れ契約を解除された。あまり多くを語ることはないが、内に秘めるモノは熱く「仙台が勝つ
ことだけに集中する」と話す。世界の各国を渡
り歩いてきた 31 歳は、若い選手たちの兄貴分と
して牽引役となってくれることにも期待したい。
新チームは、今後どう勝ち進んでいくのだろう
か。ピアス HC によれば
「やはりカミングスがキー
になって得点を増やす。彼にはどんどんオープ
ンになって決めてほしいし、彼が動く中でオー
プンになることもあるだろう。そして、彼の加
入を機に、チーム全体がステップアップしてい
ければ‥」
。
外国人選手の平均身長が 200cm を越え、チーム
全体が高く、強くなった 89ERS。これからの１
戦１戦から目が離せない。

素顔は真面目で優しい３女の父親 ティージェイ・カミングス選手 一問一答

―今日初めてチーム練習に参加した感想は？
カミングス（以下 C ） すごく良かった。フロアの状態がわかったし、チー
ムメイトがみんなフレンドリーに接してくれ、楽しくプレイすることができ
ました。
―自身のプレイの強みは？
C 色んなポジションができること。どこからでも攻められるし、他の選手
を使うこともできる。まだまだチームにフィットしなければならないが、
色々
トライもしていきたいと思う。
―仙台の街の印象は？
C ダウンタウンが近いところなど、仙台は出身地のシカゴと似ているよう
な・・。今のところ、とても気に入っています。

■経歴
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―プライベートの時間はどう過ごす？
C ７歳、２歳、４カ月の３人の娘と、妻と、いつも家族と一緒。子育て
に忙しい妻に代わって料理することも。ステーキ、フライドポテト、チー
ズバーガー・・・、色々作りますよ。親子でビデオゲームをすることも多
いかな。
―自分の性格を分析すると？
C 自分のことを自分で言うのは不得意。聖書を読んだりして、常に自分
を高めていけるよう心がけています。
―これから目指すことは？
C 個人成績は関係なく、とにかくチームで勝つ。チームで勝って、必ず
プレイオフに進出します。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校
遼寧バンバンハンターズ ( 中国 )
アルバカーキ・サンダーバーズ (NBADL)
アルバカーキ・サンダーバーズ (NBADL)
ロサンゼルス・ディフェンダーズ (NBADL)
マーラ・トニス・タス・デ・コアモ ( プエルトリコ )
安養 KT＆G カイツ ( 韓国 )
アナハイム・アーセナル (NBADL)
ベルガコム・リエージュ・バスケット ( ベルギー )
スプリングフィールド・アーマー (NBADL)
メイン・レッドクローズ (NBADL)
昌原 LG セイカーズ ( 韓国 )
大分ヒートデビルズ

＊2012 年 3 月の「ローソン “Ponta” 月間 MVP」を受賞

秋田ノーザンハピネッツ
仙台 89ERS

■背番号
■ポジション
■生年月日
■出身地
■身長 / 体重

25
CF
1981 年 8 月 31 日
イリノイ州（アメリカ）
205cm/104kg

＜父親は元 NBA 選手＞
ティージェイ・カミングス選手の父親
は、元 NBA 選手のテリー・カミングス。
1982 年の NBA ドラフトで 1 巡目 2 位
指名でサンディエゴ・クリッパーズに
入団すると、1 試合平均 23.7 得点、
10.7 リバウンドを記録し、新人王を獲
得。1985 年、1989 年はオールスターゲー
ムにも出場するなど、リーグ屈指のパ
ワーフォワードとして活躍。1992 年夏
にひざを故障し、1999-2000 シーズン
終了と共に現役を引退した NBA の歴史
に名を刻んだ名プレイヤーである。

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

89ERS は地域の力。ともに、笑顔と愛を届けよう！
―五十嵐重人仙台シャーメゾン支店長に聞く

事業の支援と、ボランティア『HEART LIGHT SENDAI』

もっと地域を熱く、89ERS のパワーで盛り上げていこう

当社は「人間愛」の企業理念のもと、被災地の仮設住宅 2771 戸を建てさせていただき、
常に人道支援を優先し、地域に根ざした活動をさせていただいてきました。社員も被
災者ですが、みんな休まずに一生懸命働いています。また一方では、スポーツや音楽を
通じて子どもたちの心に光をともそうと『HEART LIGHT SENDAI』を立ち上げ、復興支
援活動も行っています。先日の被災地の少年サッカーチームを 16 チーム集めた「H.S
sports U-10 HEART LIGHT SENDAI CUP2012」チャリティイベントも好評で、ボラン
ティアの輪は大きなうねりになってきています。

89ERS に期待するのは、今よりもっと多くの人に笑顔と愛を届けてほしいというこ
と。中村代表の情熱に感動した仲間が、大勢応援しています。もっともっと地域の盛り
上がりを大きくしていかないと。そのためには、勝つ喜びもほしいですよね。生で観る
プロバスケは、選手との距離が近くスピード感
もすごい。冬も寒くなく、野球やサッカーにない
面白さがあります。ミニバスをやっているお子
さんと一緒に観戦すれば、家族内のコミュニ
ケーションも増えて楽しくなるはず。ぜひみな
さん、会場に来てください。

中村球団代表の熱意に共感してスポンサーに
昨年、89ERS 復活のために中村代表が東奔西走されていること
を知り、地域を思う熱いハートに共感したのがスポンサーと
なったきっかけです。全国の社員や関連業者さんがユニフォー
ムパンツのロゴを見れば、きっと一緒に応援してくれるでしょ
う。
今季私はホームゲームを 3 回観戦していますが、まだウィニ
ングガッツポーズができずにいます。
でも、こんなにも多くの人
が集い、多くの笑顔が見られるということは、すでに 89ERS は
地域の力になっているわけで、
大きな意義があると思います。

ともに前へ

積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 仙台シャーメゾン支店
業界をリードする住宅メーカーとして、戸建て住宅や集合住宅など、安全・安心・快適な
住まいを提供。また次世代省エネ基準を始めとする CO2 削減のための 活動を進めており、
環境に優しい住まいづくりを目指す。仙台シャーメゾン支店は、土地活用のプロ集団であり、
東北の社内で唯一、賃貸住宅・事業用建物を取り扱う。震災後は、被災地の仮設住宅に加え、
土地活用や資産運用、賃貸住宅部門などでも積極的な支援活動を続けている。
■本社／大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト
■仙台シャーメゾン支店／仙台市青葉区本町 2-16-10 ＮＢＦ仙台本町ビル
TEL：022-304-5565
www.sekisuihouse.com/

中村代表と五十嵐支店長
（12 月 6 日、新潟戦後の青葉体育館で）

〜石巻市立大川中学校とともに〜

最高のパフォーマンスで 89ERS を応援！
仙台 89ERS と 89ERS チアーズが昨シーズンから取り組んでいる、石巻市立大川中学

ことができました。覇気のない生徒たちを時には厳しく指導したこともありますが、

校でのダンスの授業。いよいよ、その集大成となる時がやってきます。

文化祭後に一人ひとりからいただいた手紙に書かれていた「ダンスを通して仲間と

石巻市立大川中学校は東日本大震災で校舎が津波の被害を受けました。 震災から

の団結力を得られました」「笑顔の大切さ、人にどう元気を与えるかを教わりました」

1 年 9 ヶ月が経った今も、同じ市内の飯野川中学校に間借りをして授業を行っていま

という言葉を見て、生徒たちの “生きる力” が立派に育っていることを感じました。

す。家や同居家族を失った生徒が多く、「子どもたちに生きる力を与えてほしい」と

文化祭を成功させ、自信に満ちた生徒たちから自主的に挙がった声。「支援してくれ

いう先生からの連絡がきっかけとなり、この活動が始まりました。

たみなさんの気持ちに応えるた

当初は、昨季のホーム開幕戦でダンスパフォーマンスを披露し、活動を終了する予

めに、自分たちにできることを

定でした。しかし、比較的活発だった３年生が卒業し、残された下級生たちが震災

行動で表したい！」──。強い絆

後のように元気を失っていることを知り、“子どもたちに再び笑顔を取り戻してほし

で結ばれた生徒２０名が、仙台

い” という思いのもと、今季もダンスの授業を行うことを決めました。今年度の全校

89ERS のホームゲームに自ら応

生徒はわずか 20 名。震災当時に石巻市立大川小学校の 6 年生だった中学 2 年生は 4 名、

援に来てくれることになりまし

5 年生だった 1 年生は 2 名しか入学していません。そのため、今年度限りでの閉校も

た。

決まり、私たちのダンスの授業は大川中学校にとって最後の文化祭を目標に進めら

１２月２４日のハーフタイム、大

れることとなりました。

川中の生徒たちが “大川チアリー

文化祭ではご家族はもちろん、近所の方々や彼らを支えるボランティアスタッフの

ダーズ” として、仙台 89ERS に

みなさんが見守る中、20人全員で作り上げたダンスで、会場の方々の笑顔を引き出す

大きなパワーを届けてくれます。

振替試合、日程決定！

チャリティ T シャツで応援！

地震のために中止となった 12 月 7 日（金）の 振替試 合は、来年 1 月 10 日（木）に開催

今シーズン、気仙沼市と南三陸町で開催するホームゲーム4試合を「三陸復興支援シ

します。クリスマス＆お正月は 89ERS と一緒に熱く楽しく過ごしましょう〜。

リーズ」と銘打ち、「チャリティTシャツで応援！」企画を実施しています。Tシャ

開催日時

場 所

12 月 24 日（祝・月）15:00 〜
★ 12 月 25 日（火）19:10 〜
★ 1 月 10 日（木）19:10 〜

振替
試合

対 戦
長 野

じデザインのTシャツをプレゼントする
★の試合は

ものです。

“平日限定特別企画”として、

仙台市
青葉体育館

★ 1 月 11 日（金）19:10 〜

ツの売上の一部を活用して、シリーズにご来場の小中学生に、来場記念品として同

新 潟

1枚の購入につき、3名分のTシャツ財源

「ハーフタイムチケット」
を発売！

となるほか、売上の一部は招待財源にも
充てられます。三陸の子どもたちのため

1 月 12 日（土）14:00 〜

T

チケット購入は

に、ご協力をお願いいたします。
チケットの購入・引き取りが断然便利に！

ナイナーズチケットで！

89ers Ticket

詳細はこちら

価格
5,000円（税込）
サイズ
M、L、XL
販売期間 2013年3月8日
（金）まで

ケータイ・パソコンで
豊富な席から選んで購入！

http://89ers.tstar.jp/top

仙台 89ERS公式携帯サイト
スマートフォンにも対応！

●ｂｊリーグ全試合の試合速報が見られる！
●スターティング 5、試合後コメントなどの試合情報も充実！
●試合写真も随時掲載！
月額 315 円（税込）

「89ERS PRESS vol.06」

登録は簡単 ！

こちらの QR コードを読み取ってアクセス！
または

http://www.nm.89ers.jp

まで
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