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チームの 2012-2013 シーズンが終了
間橋ＨＣ代行が、 このシーズンを振り返る
プレイオフ進出の夢叶わず、89ERS は４月２８日の新潟戦をもって今シーズンの活動にピリ
オドを打った。翌２９日、ブースター感謝祭を控えた HALEO ドームで、チームのＧＭでも
ある間橋ＨＣ代行に話を伺った。

ホーム開幕戦での連敗がターニングポイントに

― シーズン序盤の辺りを振り返ってみてください。
間橋（以下Ｍ） ゼビオアリーナでのホーム開幕戦が忘れられませんね。岩手を相手に、競り合いながら２
つとも落とした。あれが今季のターニングポイントになってしまったようです。意気込んで真新しいアリー
ナに臨んだのに勝てず、精神的な痛手となった。その後東京でも連敗し、自信を打ち砕かれました。
― 外国人選手を入れ替えましたが？
Ｍ 勝つための手立ても、さほど効果がなかった。たとえば得点力を補強しようとＴＪ（カミン
グス）を入れたら、彼に頼り過ぎて他の選手が消極的になってしまい、なかなかかみ合わなかっ
たですね。そしてリードしていても、精神的な弱さから、第４クオーターに逆転されてしまう。

ＨＣ代行としてオフェンス面の修正は成果を見たものの‥

― シーズン終盤、ＨＣ解任を受けて代行を勤められました。
Ｍ オフェンスは全員でシュートチャンスを狙い、気持ちよくプレイできるよう手を加えま
した。成果はあったと思います。ただ、ディフェンス面までは修正できず、やはり 4 クオーター
にやられることもありましたね。
― 代行になってからの秋田戦は気持ちよく連勝しました。
Ｍ そこが精神的な部分。自信を持って戦えば勝てるということを証明できた試合です。うちは、志村がア
シスト１位だし、得点やリバウンドでもランクインする選手がいて、個々の選手は優れている。結局、最初
のボタンの掛け違えが、最後まで来てしまいましたね。

ｂｊリーグ生え抜きのチームとして、上位を目差していく

― 来期のチーム構想、展望などは？
Ｍ まずＨＣを迎えるのが先決で、その後に試合のビデオを分析しながら、チーム構成を考えることになる
でしょう。リーグ内どのチームも年々成長しています。一年目からいるチームとしてはもっと上位にいたいし、
チームや会社の運営面でもお手本にならなければいけない立場ですよね。
― ブースターへ一言。
Ｍ みなさんの支えのお陰で、厳しいシーズンを乗り切ることができ
ました。この感謝の気持ちを忘れず、来季はしっかりしたチームを造
ることを、僕の使命としてやっていきます。

・・・・タケヒコ＆ヒカルの場外談義・・・・
オフにじっくり振り返り、来季こそは結果を残そう！
ヒカル

シーズンが終ったのが、まだ実感が湧かないね。この後、プレイオフの
試合を見ると悔しくなるんだろうな。

タケヒコ
ヒカル

うん、練習もないというのが不思議な感覚。切り替えられない気持ちだね。
タケヒコはアシスト１位だし、チームは悪くなかったと思うけれど、
残念な結果になってしまった。
タケヒコ 客観的に考えれば、ルールが変わり、１、３クオーターと２、４クオーター
のメンバー入れ替えに対応できなかったように思う。外国人３人の時に
かみ合わないことが多く、ＰＧとしては、コントロールしきれなかったの
が悔しいね。
ヒカル そうだね、僕もＰＧだから責任がある‥。でも今年のチームは、プレイオフに
進んだ時よりもまとまっていた。特に最後の方はチームとしてよく戦っていた
のに、結果が出ないのは何故だろうね。
タケヒコ 僕も、これまでで一番仲がいいチームだと思う。事前にヒカルと（高岡）大輔さん
と僕とで、そういうチームにしようと話し合いができていたのは良かったね。
外国人も日本人も、気持ちがそろっていた。それでも、試合となると難しい。
ヒカル これからしっかりシーズンを振り返って、来季の課題にしないとね。
タケヒコ まあ、オフはまず、ゆっくり寝るとしよう（笑）。
ヒカル お互い 30 歳、若くないから痛いところもあるはずだし（笑）。
身体をいたわらないと。
タケヒコ

そうそう、ブースターの皆さんにお礼しなくては。いつも力強い応援を
ありがとうございます。来シーズンはしっかり結果を残し、プレイオフに進出します。
ヒカル 皆さんのお陰でここまで来ることができ、感謝しています。
来季はみんなで喜び合えるように頑張ります。

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

復興を成し遂げるまで、「絆」を持ち続け、
ともに一歩ずつ！

―ホテルＦＫ広瀬橋（（株）藤井工業）藤井勝彦代表取締役に聞く

恩返しの拠点として機能する東北支店

ブースターの皆さんも一緒に、つながって歩みましょう

大阪に本拠を持つ当社は、マンションの大規模改修を主な事業としています。東日
本大震災のニュースを大阪で知り、私は翌日から救援物資を送りました。何しろ阪
神大震災で全国から支援を受けた側ですから。そして次に何ができるかと考えた
時、マンション１棟を買い上げて家を失った方々に提供し、雇用の場も作りたいと
思ったのです。結局マンション物件がなかったため、このホテルの経営を引き継ぐ
形で 2011 年秋、東北支店を立ち上げました。
仙台に来て、同じ長町地区に 89ERS の練習拠点があると知り、すぐにサポートを決
めました。ビジネスも大事だけれど、それよりも東北では「絆」を大事にしていきた
いのです。みんなで一緒に進みましょうと。

こちらではマンションの補修もさせていただき、涙ながらに喜んでくださるお客様
もいらっしゃいました。関西弁の私に「阪神大震災に遭われたのですか」と声をかけ
てくださった方がいて、「そうです。あの時の恩返しのつもりで、一生懸命頑張って
まいります」とお伝えしました。神戸の経験上、被災後２年目以降は心の問題や生活
再建の問題が浮き彫りになってきます。そして支援は１度や２度ではダメ、絆を持
ち続け、つながっていくことが大切。仮設住宅がなくなり、復興を成し遂げるまで、
長い道のりを一緒に歩んでいきたいと思います。89ERS を応援される皆さんもぜひ
一緒に、絆を深めていきましょう！

被災地に勇気を与える熱いプレイを期待
昨年の社員旅行は、全社あげて岩手や宮城の沿岸部を回り、石巻では義援金もお届
けしました。当ホテルの社員に石巻出身者がおり、身内を亡くした方もいらっしゃ
るのです。また昨年と今年の３月 11 日には、仮設住まいの方をホテル宿泊に招待す
るイベントも行いました。海が望める場所にある大満寺さんに慰霊碑を建て、一緒
にお参りもしました。招待者の慰労会には 89ERS の選手に来ていただき、楽しく交
流しました。
89ERS の試合はゼビオアリーナで観戦しました。残念ながら負け試合でしたが、地
元に応援できるチームがあるのは素晴らしいですよね。娘が中学時代にやっていた
こともあり、バスケットは好きなスポーツ。私自身はかつてサッカーや野球をやり
ました。とにかく 89ERS には、被災地に勇気を与えるような、熱いパワーと熱いプレ
イを期待します。僕らも一生懸命応援します。

ともに前へ

株式会社藤井工業

マンションなどの大型建築物をメインに設計管理、施工からアフターフォローまでのリニューアル事業
をトータルサポート。「建物の安全性と快適性、地球環境の保全」を使命として、住み継がれるマンショ
ンづくりを目指す。地域密着サービスを大切にしており、業界に先駆け、近隣住民を招いての安全大会
や工事説明会、ふれあいイベントを定期的に行っている。さらに環境に配慮した資材を導入し、人と地
球に優しい建物づくりにも貢献。
■ホテル FK 広瀬橋
仙台市太白区長町 1-1-8 TEL022-308-330
http://www.ab.auone-net.jp/˜h-hirobs/
■大阪本社／大阪府四條畷市雁屋北町 8-16
TEL072-863-5140
http://www.fujiikogyo.jp/company/
◎東北支店／
仙台市太白区長町 1-1-8 FK ビル広瀬橋 2F
◎名古屋支店／
愛知県名古屋市中区丸の内 1-14-24-406
◎東京支店 ／
3 月 11 日、ホテルのイベントで選手と交流する藤井代表取締役
東京都渋谷区神宮前 3-3-13 ST ビル 3F

仙台 89ERS ブースター感謝祭 2013 レポート

4 月 29 日（月・祝）、HALEO ドームと FUT MESSE 仙台長町を会場に、「仙台 89ERS ブースター感謝祭 2013」を開
催しました。今シーズンも熱い声援で選手の後押しをしてくださったみなさんに感謝の気持ちを表すべく、お集ま
りいただいた 400 名を超えるブースターのみなさんを選手・スタッフ総出でおもてなしをしました。志村キャプテ
ンの「今日は一緒に楽しみましょう！」の声を皮切りに、ブースター感謝祭がスタート！選手が各アトラクション
をローテーションで担当し、お客様をエスコートしました。
感謝祭の最後は全員が集合し、セレモニーを実施。「89ERS ブースターは日本一のブースターです」。代表して間橋
HC 代行より述べた感謝の言葉の中にもあったように、仙台 89ERS は〝日本一のブースター〟のみなさまとともに、
今シーズンを全うすることができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

仙台 89ERS バスケットボールスクール 2013 年度 スクール生募集中！
会場：

HALEO ドーム（仙台市太白区あすと長町 1-4-30）

募集対象：キッズ（4 歳児〜 5 歳児）〜中学 3 年までの男女

No.

月謝：

① キッズ（4 歳児〜 5 歳児） 30 名

毎週火曜日 16：40 〜 17：40

② 小学 1・2 年生 男女

30 名

毎週木曜日 17：50 〜 18：50

③ 小学 3・4 年生 男女 A

30 名

毎週金曜日 16：40 〜 17：40

④ 小学 3・4 年生 男女 B

30 名

毎週金曜日 17：50 〜 18：50

⑤ 小学 5・6 年生 男子

30 名

毎週水曜日 17：50 〜 18：50

⑥ 小学 5・6 年生 女子

30 名

毎週火曜日 17：50 〜 18：50

⑦ 小学 5・6 年生 男子 上級 30 名

毎週月曜日 17：50 〜 18：50

⑧ 中学生 男女

30 名

毎週水曜日 19：00 〜 20：30

⑨ 中学生 女子 上級

30 名

毎週火曜日 19：00 〜 20：30

⑩ 中学生 男子 上級 A

30 名

毎週月曜日 19：00 〜 20：30

⑪ 中学生 男子 上級 B

30 名

毎週木曜日 19：00 〜 20：30

キッズ・小学生

5,250 円（税込）

中学生

6,300 円（税込）

※新規入会の場合、指定のバスケットボールとスクールウェア
（リバーシブルシャツ・ハーフパンツ）代として入会時に別途
10,500 円（税込）をお支払いいただきます。

★元・仙台 89ERS 選手、近藤雄治コーチも指導！

■お問い合せ
HALEO ドーム

クラス

定員

実施日

TEL：022-399-9820（平日 15：00 〜 23：00 ／土日祝 13：00 〜 22：00）URL：http://89ers-dome.com/
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