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ジェフ・エアーズ 菊池 真人

相手を苦しめ、味方を助ける粘り
強いディフェンスが持ち味。小柄な
がら、得意のフローターシュートで
ビッグマンにも立ち向かう。

1995.8.11 171cm/ 67kg

視野の広さと高いパススキルから
チャンスをつくり出すだけでなく、
持ち前のスピードを武器に自ら
得点を奪う能力も高い選手。

1987.4.29 209 cm/122kg 1989.6.18 191cm/ 94kg
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18

レオ・ライオンズ 中東 泰斗
アメリカ合衆国

ナカヒガシ タイト / 奈良県

長身ながらゲームメークもでき、広い
シュートレンジを持つなどオールラウンド
な選手。前シーズンは1試合平均 21.3
得点と、Bリーグ屈指の得点力を持つ。

高い身体能力から次々と得点を
決める。俊敏な動きでインサイド
・アウトサイド問わず得点し、
その
得点パターンは数えきれない。

1992.6.18 191cm/ 86kg

SG / SF

中務 敏宏

体格を活かした力強いプレーに加え、
粘り強さを兼ね備える。NBAのサンア
ントニオ・スパーズ在籍時に優勝を
経験し、勝利のメンタリティを持つ。

外国籍選手をも恐れない強いメン
タル の 持ち主 。ハードワークと
泥臭いプレーを厭わない献身さで
チームを鼓舞する。

ドルフィンズの頼れるキャプテン。 日本代表にも選出される得点力の
大柄ながら3Pシュートを得意とし、 高い選手。3Pシュートだけでなく、
インサイドもアウトサイドもこなす
ドライブ、
アシストでもチームを支え
オールラウンドプレイヤー。
るドルフィンズのエース。

1992.1.8 197cm/ 100kg

1994.6.13 190cm/ 88kg
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コート内 外でチームを支える、
頼れる選手。試合の流れを読み、
得意の3Pシュートで会場を沸か
せる。

冷静さと情熱を兼ね備えたドル
フィンズの司令塔。豊富なテク
ニックと多彩な攻撃パターンで
コートを支配する。

1993.2.15 180cm/ 77kg

アンドウ シュウト / 三重県

SG

笹山 貴哉 ジャスティン・バーレル 木下 誠

ササヤマ タカヤ / 三重県

AWAY TEAM ROSTER

安藤 周人

キクチ マナト / 福島県

PG

ハリモト テンケツ/ 愛知県

SG

アメリカ合衆国

ナカツカ トシヒロ / 大阪府

1986.4.18 188cm/ 85kg

9

CAPTAIN

張本 天傑

サイトウ タクミ / 神奈川県

SG

1987.5.24 207cm /115kg

4

PG

コバヤシ リョウタ / 新潟県

1991.9.12 178cm / 77kg
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03.27 SAT 15:05

VICE CAPTAIN

狩野 祐介

アメリカ合衆国

キノシタ マコト / 大阪府

カリノ ユウスケ / 福岡県

高い運動能力で得点を量産する
ドルフィンズの大黒柱。豪快なダンク
シュートやポストプレーでチームを
奮起させる。

パス、
ドライブ、シュートと変幻自在
のオフェンスで相手に攻撃の的を
絞らせない。

前シーズンは3Pシュート成功率 41.0%
と高確率を記録したBリーグ屈指のシュー
ター。キャプテンとしての経験が豊富で、
そのキャプテンシーでチームを牽引する。

1988.4.18 204cm/111kg 1997.3.31 185cm/ 80kg 1990.4.18 184cm/ 80kg

VS KYOTO HANNARYZ

PG

0 寺嶋 良

1997.10.23 179cm/77kg

SG/SF

21 満田 丈太郎

1994.04.18 188cm/83kg

PF

32 ジャスティン・ハーパー 1989.08.30 208cm/102kg

PG

1 會田 圭佑

1995.03.29 183cm/80kg

PG

23 レイヴォンテ・ライス 1992.07.14 196cm/106kg

SG

33 内海 慎吾

1984.04.28 188cm/88kg

SG

7 大庭 岳輝

1997.07.29 184cm/85kg

PG

24 石谷 聡

1985.06.19 177cm/73kg

PF/C

43 永吉 佑也

1991.07.14 198cm/115kg

PG

11 久保田 義章 1997.10.05 175cm/75kg

SG

29 細川 一輝

1997.11.17 187cm/92kg

C

50 デイヴィッド・サイモン 1982.08.09 204cm/120kg

SG

16 松井 啓十郎 1985.10.16 188cm/85kg

Bリーグ屈指のシューター対決
B.LEAGUE2020-21シーズンも終盤戦に入り、
負けられない一戦となる今節の対戦相手は同じ西地区の京都ハンナリーズ。
今季は京都相手に2戦2勝と勝利を収めているものの、12月で対戦した1戦目は一進一退の激しい攻防の末、一点差で勝利。
さらに、2戦目の2021年3月3日
（水）
のホーム戦ではオーバータイムの末、4点差で勝利するなど、紙一重の勝負を繰り広げてきた相手です！
現在は西地区8位と下位に沈んでいる
（3月22日時点）
も一切油断できない京都の注目選手は、#16 松井 啓十郎選手！
3Pシュート成功率は41.2%と、
高確率なアウトサイドシュートが武器の名シューターです。
強靭なインサイド陣に加え、
アウトサイドから松井選手のシュートで得点を奪う京都のオフェンスを、
チームディフェンスで抑えられるかが鍵を握ります。

32 狩野 祐介
SG

YUSUKE KARINO

そんな松井選手を迎え撃つは、
リーグ屈指のシューター#32 狩野祐介選手！
フリースロー100%、3Pシュート成功率47.2%（3月22日時点）
と高確率でシュートを決め、
チームの勝利に貢献しています。
接戦が予想される今節も、
2人の激しいシューター対決から目が離せません！

16 松井 啓十郎
SG

MATSUI KEIJURO

アトラクション参加についての注意事項
アトラクションの 当 選 に は L I N E で の
B.LEAGUE会員ID連携が必須となりま
す。ID連携をしたアカウントのみが当選対
象となりますのでご注意ください！

￥500
ワンコインで
入会可能！

限定応援
Tシャツ

限定ベア
キーホルダー

ホームゲームアトラクション
豪華プレゼントがもらえる、ホームゲームイベントが盛り沢山！
LINEでB.LEAGUE会員IDと連携してから参加しよう！！

こちらのQRよりLINE上
にてB.LEAGUE会員ID
と連携を行ってください

応援扇子

今なら!

※ID連携のためには、事前のLINEアカウントの開設とB.LEAGUE会員登録が必要となります。
※ID連携で登録するメールアドレスは
チケットを購入した際のアドレスをご入力ください。
※既にID連携された方は再度の連携は不要です。
※E-mailアドレスを軸とした連
携となるシステム都合上、B.LEAGUE会員メインアカウントIDとの連携のみとなります。
サブアカウントは連携の対象外となります。

選べる特典付き！

WEB申込ならマルシェで使える1,000円クーポンも貰える！
今シーズンはオンラインでの入会も可能に！WEB申込なら選べる特典に加えマルシェで使える
クーポン券もゲット！その他、
お得にチケット購入できるなどファンクラブに入ればよりドルフィン
ズを楽しめること間違いなし♪

※申し込み後、会場内ファンクラブブースにて年会費のお支払いが必要です。
その際に入会特典をお渡しいたします。

「こころの絆創膏」
を設置いたします

お友達や、ご家族、お知り合いの方をホームゲーム会場限定ワンコ
イン会員へご紹介いただくと、紹介した方にも、新規入会された方にも
素敵な特典をプレゼント！
ご紹介者様の特典

1名様ご紹介

お友達紹
キャンペ 介
ーン！

新規ご入会者様の特典

ファンクラブ特別ポイント10P

2名様以上ご紹介 ファンクラブ特別ポイント10P
＋
ご紹介人数分の
選手直筆サイン入りトレーディングカード

ドルフィンズ
応援には欠か
せないDO,
RED.扇子を
プレゼント！

▲
詳しくはこちらを
ご覧ください！

「B-CHECK HANDBOOK」
を設置配布いたします
東日本大震災（2011.3.11）
から10年目の今年。B.LEAGUE Hopeは設立以来、復興支援は重要なアクションとして
取り組んで参りました。10年目の節目として、改めて、震災を忘れない、震災の教訓をどう活かしていけばいいのかを考
え、
アクションするために
「B.Hope HANDS UP！PROJECT」
を発足いたしました。

名古屋市では仕事や家庭などの問題を抱えて悩んでいる方へ、
こころの健康に関す

る情報などを提供するウェブサイト
「こころの絆創膏」
を開設しています。例年、
月別
自殺者数の最も多い3月は
「自殺対策強化月間」
と定められていることから、名古屋

ダイヤモンドドルフィンズでは名古屋市と連携し3月のホームゲーム各所にて
「ここ

ろの絆創膏」
を設置し、
自殺防止の周知活動の協力を行います。
「こころの絆創膏」設置場所

試合会場に足を運んでいただいた方にも防災に興味を持ってもらうきっかけとして
「B-CHECK HANDBOOK」
を設置配布いたします。折り線に沿って折り、点線に切り
込みをいれると冊子になります。ぜひお手に取って、防災について考えるきっかけとして
いただければと思います。

・館外マルシェ ・グッズ売場レジ ・館内マルシェレジ
（1階・2階）
・1階コンシェルジュデスク ・1階ファンクラブポイント付与ブース

「B-CHECK HANDBOOK」設置場所

1階コンシェルジュデスク
※どちらも数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

2021年は4月4日
（日）がイースター（復活祭）
であること

にちなんで、今節は「ハッピーイースター！」
として、
イース

ターに関連したマルシェやグッズなどを販売いたします！

アクリルエッグチャーム …500 円
スコッチEGG …680 円

DIAMOND PARTNER

PLATINUM PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

RED PARTNER

UNIFORM
SUPPLIER
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SUIT
SUPPLIER

SUITCASE
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K!

タイムスケジュールやグッズ / フード、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策など
その他の情報や詳細はこちら
https://nagoya-dolphins.jp/news/game̲20210327̲20210328/

Men’s BEAUTY
PARTNER

TREATMENT
PARTNER

DD MAGAZINE !
選手の情報、試合のゲームレポ
ートなどを網羅！ドルフィンズの
ことを知るなら
DDマガジンを
チェック！！

Twitter
@nagoyadolphins

Instagram
@nagoyadolphins

facebook

LINE公式アカウント
@nagoya-dolphins

@NAGOYADIAMONDDolphins

公式YouTubeチャンネル開設！

