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Q ホッケーもプライベートも含めイーグルスに馴染んだ？
#15 入倉　合流して３ヶ月くらいなんで大体慣れてきて・・・
ホッケー面でもいろんな選手とコミュニケーション取れてきて結構慣れてき
ました。プライベートは苫小牧が地元なので、釧路にいるよりは苫小牧の方が
過ごしやすいというか笑
友達とゴルフだったり、家族とご飯食べに行ったりとか、すごく過ごしやすい
です。
#16 彦坂　僕も結構馴染んできました。序盤で合流して・・・
結構緊張するタイプなので・・・
#15 入倉　そうですか？すぐ馴染める人なのかなと・・・
#16 彦坂　初戦の緊張がやばかった
#15 入倉　僕もやばかったです
#16 彦坂　2日前から寝れなくて笑
ほんとにあがり症なんですよ。顔に出さないだけでめっちゃ心臓バクバクし
てるんですよ笑
まぁでも、私生活でも、ホッケーでもだいぶん慣れきたので。
試合はちょっと置いとて・・・笑
僕も苫小牧に住んでたので、第2の地元的な感じで過ごせてます。

Q 違うチームから見えるイーグルスの印象は
#16 彦坂　え、めっちゃ怖い印象です
#15 入倉　僕もそうでした
#16 彦坂　あの、上下関係がキビキビしている印象で強豪チームだから、その
辺りがしっかりしているのかなって。弱いチームだと和気藹々とやっている
印象だけど王子イーグルスは強いイメージしかなかったから先輩に対してピ
シッとしてる、みたいなイメージが笑
でも、意外と和気藹々としてて、そこはびっくりしたかな。
#15 入倉　僕も入ってくるまで馴染めるか不安だったんですけど。
まぁ同世代とか知ってる人は何人かいましたけど、ベテランの人とかは喋る
機会がなかったというか・・・今まで試合しかしてないから
#16 彦坂　最初の１ヶ月くらいは、自分だけ別の場所で合流させてもらって
ます、みたいな感じでした。
マネージャー髙田　それって海外でもおんなじ感じなの？
#16 彦坂　海外は入れ替わりも激しいし、チームに知らない人がいて当たり
前だったので、ちょっと感じは違いました。でも、昔ニューヨーク・アイラン
ダースのキャンプに出た時と同じ感覚でした笑

Q ホッケー面での印象は？
#15 入倉　めっちゃ走るイメージがありました
#16 彦坂　それはある
#15 入倉　走って、しつこくて
#16 彦坂　だから陸上トレーニングついていけるか心配だった
氷上であんなに走れるから
#15 入倉　1番の印象は速いかな・・・余裕を持たせてくれないみたいな
#16 彦坂　フォアチェックも早いし、FW陣が強いのは分かってるんだけど
攻めてた側として、DFの層が厚くて。
層が厚いっていうのは、なかなか壁を突破できないっていうか、シュートまで
いけないっていうイメージはすごいあって。
#15 入倉　確かに

#16 彦坂　なんていうか、キーパーまで辿り着けないです。

Q お互いの初ゴールに対しての印象は？
#16 彦坂　大雅が決めた瞬間、ベンチで盛り上がりながらも確か久慈さんが
隣にいて、わーって盛り上がりながらも「やりおったこいつ」っていう笑
#15 入倉　ひこさんのシュートはもう、１ －２で負けてて、PPだったんです
けど、結構普段の練習からひこさんが打って決まるっていうシーンはあった
ので、もう練習どおりひこさんがえげつないシュートを打って・・・
#16 彦坂　形は大体練習通りだったよね
#15 入倉　そうですね。
自分からトップ、トップからひこさんっていう形でしたね。
マネージャー髙田　大雅は、レッドイーグルス北海道としての最初のゴール
だよね？
#16 彦坂　歴史作ったからね笑
#15 入倉　でもGBPのティッシュ欲しかった・・・笑
#16 彦坂　いやあれ持ち帰るの大変だから笑

Q お互いのプレーの印象は？
#16 彦坂　大雅はウイングのイメージがあって
#15 入倉　僕は今AL7年目なんですけど最初4年はウイングやってて
センターは２年、今年は3年目ですね。だからウイングの方が歴は長いです
#16 彦坂　でもイーグルスで見てるとウイングの面影は全くない笑
センターらしい動きで・・・
大雅がフォアチェックとかあんまりイメージが笑笑
#15 入倉　めっちゃ行ってましたよ笑
#16 彦坂　彰吾さんみたいなスルスルっと行くイメージ。あってるよね。セン
ター。僕はどっちかっていうとセンターがずっと長くて、バックス入って初め
てウイングで・・・海外ではずっとセンターでした。
#15 入倉　そんなイメージがあんまり
#16 彦坂　もうセンターはできないです笑
#15 入倉　ひこさんはウイングのイメージしかない
#16 彦坂　海外の時は、ウイングの選手は　ザ・スコアラー的な選手がゴロゴ
ロしてて、ほんとにシュートを打つだけの人みたいな。僕はその頃はシュー
ターになれなくて・・・
#15 入倉　え、そうなですか
#16 彦坂　海外の人って、シュートめっちゃ早くて僕なんて下の方。
すごくコンプレックスでめっちゃシュート練習して。最後の2年くらいほんと
に練習して・・・
で、日本帰ってきたら、あれ、俺早いなみたいな笑
それほど海外の選手はすごいです。僕より小さい選手でも、とんでもない
シュート打つから。165cmくらいの人で、平野選手みたいなシュート打つ人
がいて・・・大袈裟じゃなくて笑
あの人たちは、一本一本本気で打ってた。

Q  アイスバックス戦に向けて意気込みを
#16 彦坂　僕は古巣なんで ・・・・・・
まぁ普段通り頑張りますけどバックス戦は力入るかなと思います。
#15 入倉　普段通りのプレーで、できれば点数に絡んで２連勝できるように
頑張りたいです。
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