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大卒ルーキー和田、 佐藤が誓う！

ホームゲーム連戦！勇姿に期待しよう。
アウェイでの連敗が響き、順位も低迷している 89ERS。しかしＨＣを筆頭に、若く無限のポテンシャルを秘めたチームは、
ここまで序盤はｂｊを体感し、戦い方を会得する段階だったろう。そう、本番はホームゲームが続くここからだ。ルーキー
ながらそれぞれに存在感を見せる、和田、佐藤両選手に、現在の心境と勝利への意気込みを語ってもらった。

―いまの気持ちを率直に表すと？
一年目から最前線で戦わせてもらい、厳しい状況の中で色んな経験ができています。
同時に、コーチ陣や周りからしょっちゅう声を掛けられ、アドバイスしてもらえるので、自分は恵まれていると思います。
―最近、ドライブでのインサイド攻撃が注目されています。
もともとやりたかったプレイですが、外国人選手が守るゴール下はスペースが少なく、イメージがつかめなくて‥。
試合経験を積むうちに、やっとできるようになってきました。
―チーム状況は？いま一つ、勝ち星に恵まれませんが。
個人的には、もっと点を取らなきゃいけない。同期の文哉（佐藤）は、自分が調子悪い時に一番得点して支え
てくれた。今度は自分がやらなきゃと思っています。チームは、試合でも練習でも、真剣に言い合えるよ
うになり、故障者をマイナスと考えず、みんなでカバーしようとの意識が根付いてきました。
必ず良くなっていきます。
―今後の展望は？
まだ始まったばかりなので、ここで見つめ直し、修正をかけて上に行く。自身、チーム両方の課題を
クリアして、ここからのばく進を誓います。
【ブースターへのメッセージ】
もっと点を取り、チームとともに勝ちにこだわっていきます。熱い応援をお願いします。

―序盤を戦って、感想は？
ルーキーにも関わらず試合に多く出してもらい、感謝しています。このチャンスを生かし、試合で学んだことを体現しながら、
仕事をやり遂げていきたいと思います。
―これまでの自分に点数をつけるとしたら何点？
う〜ん、40 点ですね。自分はシューターなのに、今のところ試合で入っていない。コンスタントに決められるよう猛練習中です。
ディフェンスは、自分のマークマンにやられないのはもちろん、チームメイトが危ない時は、しっかりカバーすること。
少しずつできてはきたかな。
―黒星先行の状況をどう打開していきますか？
負けるか勝つかは、少しの差だと思います。リバウンドやルーズボールとかの一瞬、ここぞという時に、集中力がもう一つ足
りないようで‥。たとえば秋田は、一気に爆発した時の集中力がものすごかった。うちもチームとしての集中力を上げ、走れ
れば必ず勝てるはず。あと少しだと思います。
―これからの目標は？
まず、いまの状況をチームも自分も克服して抜け出し、今後のゲームを勝ち続けたいです。最終的には、やはり有明。
みんなも当然そこに目標を据えています。達成したいですね。
【ブースターへのメッセージ】
年内のホームゲームを全部勝てばイーブン。みなさんの応援の後押しをお願いします！
（11 月 14 日取材）

新加入の金子宗太朗選手ミニトーク
１１月９日の秋田戦にベンチ入りするや、翌日には２０秒間コートに立った。
「意外に冷静だったし、実感がないんです」とは、大物の予感。試合や練習での声
出しは誰よりも大きく、「常に元気で一生懸命」が持ち味。プレイ面は、「チームは
シューターが多いので、カットインで相手を引きつけてボールを回すような仕事が
したい」。高卒後、大学では学べないことを学ぼうと選んだ仕事が、大物演歌歌手
の付き人。1 年間みっちり学んでから、バスケの道を歩んできた。「人の気持ちを
汲むとか、バスケでも経験が生きています」とのこと。苦労人だが、そんな様子は
一切見せず、「夏に東京から来て、仙台は最高に住みやすいと思ったけど、今は寒
さに凍えるばかり」と屈託がない。好きな食べ物は、唐揚げやすき焼きなど、ご飯
に合うもの。嫌いな食べ物は梅干。趣味は読書。長所は「人見知りしないこと」、
短所は「優しすぎる（笑）。コート上では直さないと」だそうだ。
チームにエナジーを吹き込む新戦力にご期待ください！

金子宗太朗（かねこ そうたろう）
生年月日
1986 年 10 月 30 日
身長 / 体重 183cm / 75kg
出身地
東京都
【経歴】
1997-1999
1999-2002
2002-2005
2007-2010

多摩ボンバーズ
多摩市立聖ヶ丘中学校
私立世田谷学園
横浜ギガスピリッツ
（クラブチーム）
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89ERS を支えるスポンサーのナマの声

ホームゲームに勝ち、
地元とともに熱く盛り上がろう！ ― 鈴木浩二代表取締役に聞く
エンターテインメントに徹した bj リーグは魅力的
89ERS の中村代表とは、小学校からの幼なじみという間柄。私はサッカーをやってきまし
たが、スポーツは観るのもするのも大好きで、地元チームを少しでも応援しようとスポン
サーになりました。ｂｊリーグの試合会場は、エンターテインメントに徹していて、観てい
てとにかく面白い。ノリのいい音楽と、チアリーダーやＤＪの声が常に響いているし、コー
トとの距離が近いから、迫力あるプレイが間近に観られます。サッカーと違い、屋内だから
冬でも寒くないのもいいですね。

アキバコのように、いつでも、
どんな仕事でもお引き受けします

設計を手がけたゼビオアリーナ仙台で、
強い 89ERS のアピールを

ゼビオアリーナ仙台の設計に当たっては、本場ＮＢＡの会場に張り付いて、設営現場やバックヤードなど
を視察し、さらに各方面の意見を徹底的に交換し合って完成させました。本場とは規模では負けますが、民
間のアリーナとしては国内随一と誇れるでしょう。ぜひ一度は、ゼビオアリーナ仙台でゲームを観戦して
ください！僕も、ホームゲームはよく家族で応援に行きます｡観客としてはやはり、勝ちゲームだと気分が
良く、明日もまた行こうとなる。つまり地元チームが勝てば、観客が増え、チームや選手のモチベーション
も上がっていくでしょう。ぜひホームゲームを勝ち続け、ゼビオアリーナ仙台で勇姿を見せてください。

一級建築士事務所 株式会社アーキ ボックス

当社は、建築デザインやライフスタイルデザインを提案し、実現する建築設計
士事務所です。規模は小さいですが、住宅リフォームから大型施設まで、問い
かけられた仕事は、全て断らずにお受けし、お応えしてきました。社名はアー
キテクチャー（建築）とボックス ( 箱 ) を組み合わせた造語で、アキバコとも
読めます。いわゆる空き箱のように、
「いつでも、どんな仕事でも受け入れる」
というのが会社のコンセプト。万が一、会社が大きくなっても ( 笑 )、小さい仕
事も大切にします。常にクライアントへ、僕らなりの一番いいものをお届けで
きるよう努めています。

【新連載】 ボクのオフショット

2001年、一級建築士事務所 ( 宮城県知事登録 第 06010194号 ) 株式
会社アーキボックス設立。大規模なものから小規模なものまで、幅
広く提案し実現する。
新築、増築、リフォームに関わらず、アーキボックスのフィルター
を通し、夢を実現できるようなプランを分かりやすく提案。
作品例は、仙台市太白区あすと長町のゼビオアリーナやゼビオ店舗、
仙台第三高等学校をはじめ、公共施設、クリニック、マンション、
一般住宅など多数。
■所在地／宮城県仙台市青葉区本町 3-6-17 匂当台さのやビル 4F
TEL022-738-8660

（左）鈴木代表、
（右）中村球団代表

選手、
スタッフが自ら撮影した写真を紹介する新連載。
ジャンルはフリー。
オフの顔が垣間見えるかも？ちょっと覗いてみましょう！

河内修斗 HC

（左）加藤廣志（能代工高バスケットボール部前監督）著 「高さへの挑戦」
（右）水野敬也 著 「夢をかなえるゾウ２」

新井靖明選手
最近の
〝お買い上げ〟

ＨＹで購入した
思い出の一品

履いた靴は脱いだら拭いています。
靴が好きで綺麗に履きたいというだけで、
几帳面ではないですよ。
バッシュ選びのこだわりは、出逢ったとき
のビビっとくる「アレ」です（笑）
次は黄色のバッシュを狙っています！

最近読んだ本です。もともと本を読むほうでは
ありませんが、シーズンインして遠征が増えた
のでその時間を有効活用しようと本屋に行って
選びました。遠征の移動時間がメインですが、カフェでコーヒーを飲みながら読むことも。
尊敬する大先輩の情熱の詰まった本も、関西弁のゾウが夢を叶えるヒントをくれる本も、
どちらも面白く、ためになるオススメの 1 冊です！

お見事！な
河内ＨＣ宅下駄箱

お問合せ

次回ホームゲームは南三陸町で開催！

サッポロビールプレゼンツ復興支援ゲーム in 南三陸町

022-215-8138 仙台 89ERS 公式サイト http://www.89ers.jp/

次回仙台開催はゼビオアリーナ

逃すな！

を見
熱い戦い

青森ワッツとの東北ダービー

次回の仙台開催は
開幕以来のゼビオアリーナ仙台！
新規参入チーム・青森ワッツとの東北ダービーです。
■日時
■日時
■会場
■対戦

12月7日（土） 18:00（開場16:30）
12月8日（日） 13:00（開場11:30）
■会場
ゼビオアリーナ仙台
■対戦
青森ワッツ
■特別協賛 株式会社ヤマウチ
株式会社ホテル佐勘

11月30日（土） 13:00（開場11:30）
12月 1日（日） 13:00（開場10:00）
南三陸総合体育館
埼玉ブロンコス

■主催
ｂｊリーグ、仙台89ERS
■共催
南三陸町、南三陸町教育委員会
■後援
宮城県、南三陸町体育協会、志津川バスケットボール協会、
歌津バスケットボール協会、南三陸町スポーツ少年団本部、河北新報社
■特別協賛 サッポロビール株式会社

チケット購入は

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！

両日とも南三陸町、および近隣地域のみなさまを 1,500 名様ご招待
いたしますので、一部座席のみの販売になります。なお、チケット
は右記のナイナーズチケット（Web）のみでの販売になります。

89ers Ticket

仙台 89ERS公式携帯サイト
スマートフォンも対応！

●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！
●選手ブログなどのオリジナルコンテンツも！
●試合写真も随時掲載！

昨シーズン在籍した
高岡大輔選手、下山大地選手が凱旋！

月額 315 円（税込）

詳細はこちら

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

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

写真は全て ©SENDAI 89ERS/bj-league
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