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VS HIROSHIMA DRAGONFLIES

NAGOYA DIAMOND DOLPHINS
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齋藤 拓実

レイ・パークスジュニア

1991.9.12 178cm / 77kg

1993.2.19 193cm / 93kg

1995.8.11 172cm/ 69kg
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フィリピン

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。身長は178cmと小柄な
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。

PG

2

小林 遥太

コバヤシ リョウタ / 新潟県

3

SG

PF

複数のポジションをこなし攻守でチームに貢
献するオールラウンダー。
どんな相手にも果
敢にアタックし、チームメイトのためにチャン
スをつくり出す。

SF / PF

サイトウ タクミ / 神奈川県

視野の広さと高いパススキルからチャンス
をつくり出すドルフィンズの若き司令塔。さ
らに、持ち前のスピードを武器に自らも得点
を奪う。

SG / SF

須田 侑太郎

伊藤 達哉

コティ・クラーク

1994.11.26 173cm / 72kg

1992.7.4 201cm / 105kg

1989.6.18 191cm/ 94kg

1992.1.8 198cm/ 100kg

1992.1.3 190cm / 87kg

12

16

18

32

43

イトウ タツヤ / 千葉県

コートを縦横無尽に駆けまわり、得点を演
出する。さらに、相手の隙をついたスティー
ルなどディフェンスも得意とする選手。

SG

アメリカ合衆国

高いバスケットボールIQを有し、得点、
アシス
ト、
リバウンドとマルチに躍動する選手。強い
フィジカルを武器としたゴール下のプレーは
必見だ。

PF

中東 泰斗

ワース・スミス

1992.6.18 191cm/ 86kg

1993.4.19 198cm / 100kg

ナカヒガシ タイト / 奈良県

高い身体能力を活かしたプレーからインサ
イド・アウトサイド問わず得点するなど、そ
の得点パターンは数えきれない。

アメリカ合衆国

リバウンドやブロックショットなど献身的な
プレーで味方を助ける。チームを奮起させる
ハードワークに注目だ。

菊池 真人

張本 天傑

キクチ マナト / 福島県

ハリモト テンケツ/ 愛知県

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。

SG / SF

中務 敏宏

ナカツカ トシヒロ / 大阪府

1986.4.18 188cm/ 85kg

VICE
CAPTAIN

オフコートキャプテンとしてコート外でも
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。

世界を相手に戦ってきた経験が豊富で、大事
な場面で頼りになる選手。197cmと大柄なが
ら3Pシュートを得意とし、インサイドもアウト
サイドもこなすオールラウンドプレイヤー。

SG

スダ ユウタロウ / 北海道

苦しい場面で得点を決めることができる勝
負強い選手。高確率な3Pシュートと力強い
ディフェンスでチームを勝利に導く。

PF / C

狩野 祐介

スコット・エサトン

1990.4.18 184cm/ 80kg CAPTAIN

1991.12.26 206cm /106kg

カリノ ユウスケ / 福岡県

昨季は3Pシュート成功率が47.5%でBリー
グNo.1となった生粋のシューター。今季は
キャプテンとしてコート内外でチームを牽引
する。

アメリカ合衆国

ゴール下での多様なプレーから得点を生み
出す。さらに、
フィジカルを活かしたリバウン
ドなどでゴール下を制す。

AWAY TEAM ROSTER

リーグ上位・広島ドラゴンフライズと

雌雄を決する戦い！

HIROSHIMA DRAGONFLIES

#3 辻 直人 選手

オフシーズンに昨季の新人賞ベストファイブに選出された
#0 寺嶋良選手、昨季のBリーグ得点王 #24 ニック・メイヨ選手、
長きに渡り日本代表でシューターとして活躍してきた#3 辻直人選手らを
加えるなどチームを一新した広島と1ヵ月振りの対戦。
広島は7勝2敗で西地区3位につけるなど好調なスタートを切っている（11月2日時点）。
チームを一新した広島に対して、
ドルフィンズも外国籍選手を総入れ替えするなど
大きくチームを変革した。切り替えの早いスタイルは継承しつつ、
今季加入の#4 コティ・クラーク選手、#43 スコット・エサトン選手を中心に

#24 ニック・メイヨ選手

インサイドから、#2 齋藤拓実選手、#32 狩野祐介選手を中心に
アウトサイドから得点を重ねるなど、息の合ったチームワークから
テンポ良く攻撃を展開し、勝ち星を増やしている。
前回対戦のGAME1では広島#3 辻選手が3Pシュートを8本中7本決めるなど
驚異の決定力を見せつけられ敗北を喫したが、GAME2は大事な場面で#8 張本天傑選手が
得点を決めるなど勝負強さが光り勝利を手にした。
前回対戦から1ヵ月が経つ今節では、試合を重ねるごとに高まっているチーム力を見せ、
広島相手に勝ち越したい！

PG

0 寺嶋 良

SF/PF

1 トーマス・ケネディ 1987.5.17 201cm/95kg

SG/SF

2 朝山 正悟

1981.6.01 192cm/88kg

SG

3 辻 直人

1989.9.08 185cm/82kg

PG

4 青木 保憲

1995.6.23 182cm/84kg

PG/SG

5 アイザイア・マーフィー 1998.4.10 196cm/88kg

SF

7 船生 誠也

PF/C

8 グレゴリー・エチェニケ 1990.11.23 208cm/120kg

1997.10.23 179cm/77kg

1993.12.15 195cm/90kg

C

10 チャールズ・ジャクソン 1993.5.22 208cm/102kg

PG

14 柳川 幹也

1998.7.31 171cm/72kg

PF/C

24 ニック・メイヨ

1997.8.18 206cm/113kg

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LINEでのBリーグ会員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！

オレンジリボン運動

開場〜ハーフタイム終了まで

ホームゲーム会場限定

12月26日（日）までの期間中、デジタルスタンプラ
リーを実施し、参加特典として最大5つのオリジナル
グッズが手に
入 る チ ャン
ス！

グッズ グッズを3,000円以上ご購入いただいた先
着100名様へ非売品の不織布マスクをプレゼント！さら
に、抽選で20名様にサイン入りポスターをプレゼント！※レシート合算不可

限定応援Tシャツ
限定ベアキーホルダー

アニメ
『鬼滅の刃』
とのコラボ企画を開催中！

※レシート合算可※2階東側特設ブースにてレシートをご提示ください

※なくなり次第終了

￥500

SPORTS2021 鬼滅の刃

限定アイテムがもらえるキャンペーン！

マルシェ
マルシェにて1,300円以上ご購入いただいた
先着200名様に今節限定のトレーディングカードをプレゼン
どのカードが手に入るかお楽しみに！
ト！カードは全4種類。

11月は「児童虐待防止推進月間」です。小牧市と
連携し、オレンジリボン啓発物の配布を行います。
配布時間

スポーツデポ presents

フラッグベアラーキッズに参加しよう！

お買い上げプレゼントキャンペーン！

子どもへの虐待をなくそう！

1階コンシェルジュブース

サンエース presents

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！！

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リーグ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

配布場所

8点目を決めるのは誰だ！？
フリースローチャレンジ

こちらのQRよりLINE上にてBリーグ会員IDと連携を
行ってください。 ※ID連携のためには、事前のLINEアカウントの開設とBリーグ会員登録が必要と

サイン付きデジタルトレカ

今節はドルファミデー！

応援扇子

ワンコインで入会可能！今なら選べる特典付き！
今シーズンは入会手続きをウェブから行なっていただいた方
限定でファンクラブポイント
（入会ポイント）をプレゼント！
ファンクラブポイントは各種非売品商品や、会場限定イベント
の参加権など素敵な特典と交換できます！
※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。
※ワンコイン入会の場合、会員証の発行は
ございません。Bリーグチケット内ファンクラブマイページよりファンクラブポイ
ント制度のご利用が可能です

LINE 連携
も
お忘れな
く！

愛成ベリー presents

をゲットしよう！

グッズや飲食をご購入する際のファンクラブ
ポイントを今節は1.5倍、来場ポイントは3倍プレゼント！
会場でお食事を楽しんで、新しいグッズで会場を盛り上げ
て、
ファンクラブポイントもゲットしよう！！
■来場ポイント：通常2ポイント→6ポイント
：
■ファンクラブポイント（グッズ・飲食）
通常500円で2ポイント→3ポイント
※お支払い金額500円未満のレシートはポイント付与できかねます。
また、
レシー
トの合算は不可となります※ポイント付与は当日購入分のみとなりますので、後日
レシートをお持ちいただいても付与いたしかねます※事前にWebにてファンクラブ
会員への入会手続きが必要となります

来場者プレゼント企画「#1 レイ・パー
クスジュニア選手デジタルトレーディ
ングカード
（非売品）」に、当日ファンク
ラブ会員へ入会いただいた方の中から
抽選で8名様にパークスジュニア選手
のサインを入れた特別版カードをプレ
ゼント！
※既存会員の方も抽選で8名様に特別版
をプレゼントします※デザインはサンプル
となります※試 合 終了後 、当選 者へメー
ルにて送付いたします
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TREATMENT
PARTNER

ORIGINAL SHOES
PARTNER

MOUTHPIECE
PARTNER

CHECK!

CAR
PARTNER
DENTAL
PARTNER

Men’s BEAUTY
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D D MAGAZI N E !

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/lp/game̲20211110/

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
D D マガジンをチェック！！

SUPPLEMENT
PARTNER

SUITS
PARTNER

SUITSCASE
PARTNER

SLEEP ADVISER
PARTNER

Twitter
@nagoyadolphins

Instagram
@nagoyadolphins

facebook

LINE公式アカウント
@nagoya-dolphins

YouTubeチャンネル

公式TikTok
@nagoyadolphins

@NAGOYADIAMONDDolphins
ドルフィンズで検索♪

