
LEVANGA HOKKAIDO 1.23SUN 15:05

名将による新チームの直接対決
インサイドを制し、堅守速攻で
ホーム2連勝を手に！

LEVANGA HOKKAIDO

AWAY TEAM ROSTER

SG/SF18
1986.4.18 188cm/85kg

中務 敏宏
ナカツカ　トシヒロ/大阪府

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。

21
1991.3.27 208cm/109kg

シェーン・ウィティングトン
アメリカ合衆国

広い視野を武器にインサイドとアウトサイド
の両方から得点を決める。ディフェンスでは
リバウンドなど献身的なプレーでチームに
貢献する。

32SG

1990.4.18 184cm/80kg

狩野 祐介
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。

43PF/C

1991.12.26 206cm/106kg

スコット・エサトン
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。

PF4
1992.7.4 201cm/105kg

コティ・クラーク
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。

PF6
1989.6.18 191cm/94kg

菊池 真人
キクチ　マナト/福島県

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。

SF/PF8
1992.1.8 198cm/100kg

張本 天傑
ハリモト　テンケツ/愛知県

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/SF11
1992.1.3 190cm/87kg

須田 侑太郎
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。

PG0
1991.9.12 178cm/77kg

小林 遥太
コバヤシ　リョウタ/新潟県

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。

SG1
1993.2.19 193cm/93kg

レイ・パークスジュニア
フィリピン

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。

PG2
1995.8.11172cm/69kg

齋藤 拓実
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。

PF/C

CAPTAIN
VICE 

CAPTAIN

PG3
1994.11.26 173cm/72kg

伊藤 達哉
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。

12SG

1992.6.18 191cm/86kg

中東 泰斗
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。

NAGOYA D IAMOND DOLPH INS

佐古賢一ヘッドコーチ

PG 1988.5.11橋本 竜馬0 178cm/81kg

PF 1997.6.2ナナー ダニエル弾1 199cm/110kg

SG/SF 1992.6.16牧 全3 188cm/86kg

PG 1994.6.28寺園 脩斗4 172cm/71kg

1991.7.1ダニエル・ミラー5 211cm/117kg

SG/SF 1996.10.28中野 司7 185cm/84kg

SF 1983.3.13桜井 良太11 194cm/89kg

SF/PF 1996.8.30玉木 祥護15 195cm/93kg

SG/SF 1998.10.1山口 颯斗17 194cm/90kg

PF 1992.5.28デモン・ブルックス24 202cm/103kg

PF/C 1993.1.29ショーン・ロング21 208cm/112kg

SG/SF 1996.2.5葛原 大智25 189cm/90kg

#24 デモン・ブルックス選手

本節は、一流のヘッドコーチと強力な外国籍選手を新たに加えたレバンガ北海道と対戦。

北海道は今季から佐古賢一氏がヘッドコーチに就任。佐古氏は選手時代、

数々の実績を残し日本代表を10年間牽引するなど日本バスケットボール界を代表し、

昨年にはFIBA殿堂入りを果たした人物だ。

その佐古氏が率いるチームは、#7 中野司選手、#17 山口颯斗選手ら若手選手が先発で

活躍。さらに、島根から移籍してきた#24 デモン・ブルックス選手は持ち前の強靭な身体で

1試合平均17.5得点（1月9日時点）とチームに大きな影響を与えるキーマンとなっている。

その北海道に対して、ドルフィンズは、ニュージーランド女子代表チームやNBL（オーストラリア

のプロバスケットボールリーグ）でヘッドコーチを務めてきたショーン・デニス氏がヘッドコーチとして

新たに就任。#3 伊藤達哉選手、#11 須田侑太郎選手らが今季から加入し、デニスヘッドコーチ

が求める“堅守速攻“のスタイルを体現している。

さらに、#4 コティ・クラーク選手はインサイド陣の中では高さはないものの、巧みなスキルで相手を翻弄し

1試合平均16.6得点、4.4アシスト（1月9日現在）とマルチに活躍している。

名将と強力な外国籍選手を加えた両チームの駆け引きに注目だ。

60PG/SG

1999.9.13 182cm/80kg

坂本 聖芽
サカモト　セイガ /群馬県

自慢の脚力でコートを縦横無尽に駆け回り、攻守ともに
アグレッシブなプレーが魅力。特に、キレのあるドライブ
で何人もを抜き去り、驚異のスピードで得点を奪う。



TOP PARTNER

Twitter
@nagoyadolphins

facebook
@NAGOYADIAMONDDolphins

YouTubeチャンネル
ドルフィンズで検索♪

Instagram
@nagoyadolphins
LINE公式アカウント
@nagoya-dolphins 

公式TikTok
@nagoyadolphins 

定番応援グッズ「DO, RED. 扇子」が手に入る！ 会場限定ワンコイン             入会!

紹介人数分の選手の限定サイン入り写真をプレゼント！

詳しくは
こちら！

紹介者
キャンペーン

*¹)ポイントは後日自動的に付与されます。なお、紹介された方のご入会時に紹
介者の会員IDの入力が必要となります　*²)写真はランダムでお渡しいたします

￥500

SILVER
PARTNER

GOLD
PARTNER

DIAMOND
PARTNER

PLATINUM
PARTNER

当日来場ポイント付与時に、先着各日
200名様に非売品カードをプレゼント！
各日10枚ずつ直筆メッセージ入りのレア
カードが当たるかも！？当日、ファンクラブに
新規ご入会頂いた方も配布の対象となります！

来場特典カード
プレゼント

1階ロビー 
来場ポイント付与ブース配布場所

ファンクラブ
会員限定！
ファンクラブ
会員限定！

※なくなり次第終了

バスケットLIVE
全試合配信！ソフトバ
ンク、ワイモバイルのス
マホユーザー、Yahoo!
プレミア会員なら追加
料金0円でバスケットLIVEが見放題！
アプリのダウンロードは上記QRから！

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

CHECK!

https://nagoya-dolphins.jp/lp/game_20220122_20220123/

さらに、紹介者キャンペーンを開催中！
お友達を紹介して限定サイン入り写真をゲットしよう！

～2/13（日）までの期間、お得にプラチナ会員へご入会、グレードアップいただけます！通常20,000円の年会
費が半額の10,000円に！この機会にプラチナ会員に入会して後半戦もドルフィンズをお得に楽しもう！

ファンクラブポイント 10P

1名紹介でプレゼント！*¹ 2名以上の紹介でプレゼント！*²

グレードアップ
キャンペーン
グレードアップ
キャンペーン

紹介を受けて入会
された方も素敵な
プレゼントがあるよ♪

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！

アトラクション参加についての注意事項

※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

愛成ベリーpresents DO,RED.コールでアリーナを盛り上げよう！ フリースローチャレンジ
サンエースpresents

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。

LINE連
携を

お忘れな
く！

8点目を決めるのは誰だ！？
勝負の後半戦！ハーフタイムに入って音楽が鳴ったら、応援マ
ストアイテム「DO, RED. 扇子」を掲げてカメラに向かってア
ピールしよう！最もアピールされた方には素敵なプレゼント！
今までのように大きな声を出すことはできないですが、DO, 
RED. 扇子を掲げてアピールしてアリーナを盛り上げよう！

試合開始前のドルフィンズ選手
の入場前にドルフィンズのフ
ラッグを持って入場していただ
ける「フラッグベアラーキッズ」
の参加者を募集！

DO, RED. コールで見事選ばれた方は、選
手たちが熱戦を繰り広げるコートの上でフ
リースローに挑戦！フリースローを2本打ち、
1本以上決まれば景品をプレゼント！

さらに、フリースローが2本中1本以上決まった時は
「サンエースの取り扱い商品」をプレゼント！

応募締切

フラッグベアラーキッズ
に参加しよう！

スポーツデポpresents

ドルフィンズの8点目を
決める選手を予想！

景品 後半インターバルアトラクション「サンエース
presentsフリースローチャレンジ」参加権

景品 参加賞：サンエースで使える
          「商品券2,000円分」

開場～試合開始まで

参加対象 小学生の男女
開催時間 ハーフタイム

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！！

景品 抽選で1名様に愛成ベリーの
「いちご」をプレゼント

A T T R A C T I O N !

アリーナを回ってクイズを解きながらSDGsを楽
しく学ぶ「ドルフィンズクエスト」！SDGsに関す
るクイズを解いて全問正解した方にはオリジナ
ル缶バッジをプレゼント！

参加者は1Fコンシェルジュカウンターに
て台紙とシールを受け取り、クイズにご参

加ください。全ての問題に解答後、2F東側ゴールドゾーン 
ドルフィンズスマイルブースにて答え合わせを行います。

参加対象
小学生1～3年生の低学年のお子さま
小学校4～6年生の高学年のお子さま

参加方法

2021-22シーズン終了までに、約1ヵ
月半ごとに変わるクイズ（全6パター
ン）に答え缶バッチをいくつか集める
と特別な景品と交換できちゃいます！

参加締切

景品

ハーフタイム終了まで

みんなで学ぼうSDGs！「ドルフィンズクエスト」

全問正解：オリジナル
缶バッジをプレゼント！

※参加時に観戦チケットをご提示ください
来場者プレゼント企画「#4 コティ・クラーク
選手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名様にクラーク選手の
サインを入れた特別版カードをプレゼント！

サイン付き
デジタルトレカをゲット

※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

UNIFORM
PARTNER

RED
PARTNER

CAR
PARTNER

TREATMENT
PARTNER

Men’s BEAUTY
PARTNER

SUPPLEMENT
PARTNER

SUITS
PARTNER

ORIGINAL SHOES
PARTNER

MOUTHPIECE
PARTNER

DENTAL
PARTNER

SUITSCASE
PARTNER

HAIR CUT
PARTNER

SLEEP ADVISER 
PARTNER

SDGs SUPPORT
PARTNER

※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

ホームゲーム会場限定で
ワンコイン（500円）入会を実施！


