VS

0

NAG OYA D IAM O N D D O LPH I N S

ALVARK TOKYO
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PG

1993.2.19 193cm / 93kg

1995.8.11 172cm/ 69kg
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8

11

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。
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PF

オヴィ・ソコ
イギリス

1991.2.7 201cm/100kg

高い身体能力を活かした攻撃を得意とし、
ド
ルフィンズのトランジションバスケット
（早い
攻守の切り替え）
に適任の選手。強いフィジカ
ルで攻守ともにアグレッシブにプレーする。

齋藤 拓実

1991.9.12 178cm / 77kg

PF

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。
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中務 敏宏

1986.4.18 188cm/ 85kg

SF / PF

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。

イトウ タツヤ / 千葉県

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

ハリモト テンケツ/ 愛知県

スダ ユウタロウ / 北海道

1992.1.8 198cm/ 100kg

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。198cm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。

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。

スコット・エサトン

1990.4.18 184cm/ 80kg CAPTAIN

1991.12.26 206cm /106kg

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。

敵地で勝利を収めた相手をホームで再び！

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。
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SG

中東 泰斗

1992.6.18 191cm/ 86kg

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。
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PF / C

狩野 祐介

カリノ ユウスケ / 福岡県

1994.11.26 173cm / 72kg

ナカヒガシ タイト / 奈良県

1992.1.3 190cm / 87kg

43

SG

PG

伊藤 達哉

サイトウ タクミ / 神奈川県

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。
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SG / SF

ナカツカ トシヒロ / 大阪府

フィリピン

張本 天傑

1989.6.18 191cm/ 94kg

3

PG

レイ・パークスジュニア

PF

1992.7.4 201cm / 105kg

2

SG

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。

4

4.20 WED 19:05

PG / SG

坂本 聖芽

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。

サカモト セイガ / 群馬県

1999.9.13 182cm /80kg

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。

AWAY TEAM ROSTER
ALVARK TOKYO

〜古巣選手同士の負けられない戦いを見逃すな〜

PG

1

小島 元基

PG

2

ジョーダン・テイラー 1989.9.30 187cm/88kg

試合終盤も#2 齋藤拓実選手を中心に得点を重ね僅差で勝利を収める熱戦を繰り広げた。

SF

8

吉井 裕鷹

1998.6.4

A東京の注目選手は、昨シーズンまでの5シーズンの間

SG

9

安藤 周人

1994.6.13 190cm/88kg

SF/PF

10

ザック・バランスキー 1992.12.18 193cm/93kg

PF/C

11

セバスチャン・サイズ 1994.7.15 205cm/106kg

SF

13

菊地 祥平

1984.8.27 191cm/91kg

C

21

平岩 玄

1997.12.5

PF/C

22 ライアン・ロシター 1989.9.14 206cm/105kg

SG

24

田中 大貴

1991.9.3

193cm/92kg

今シーズンは初めて日本代表に招集されるなど、着実にキャリアップするBリーグ注目のポイントカードである。

PG

33

笹倉 怜寿

1997.7.8

187cm/80kg

今節も互いのプライドがぶつかり合う熱い一戦になること間違いなし！

C

53 アレックス・カーク 1991.11.14 211cm/114kg

SG

75

今節は強敵・アルバルク東京との一戦。
敵地開催となった前回対戦は、序盤から激しい点の取り合いとなるもリードする展開をキープすると、

ドルフィンズに在籍した#9 安藤周人選手だ。

#9 安藤 周人 選手

大学4年次にドルフィンズへ加入してからチームのエースにまで成長を遂げ、
3Pシューターとして活躍。今シーズンはA東京に移籍し、
開幕戦から先発出場するなどチームを牽引している。
#9 安藤選手擁するA東京戦では、昨シーズンまでA東京に在籍していた#11 須田侑太郎選手に注目。
#11 須田選手は高確率な3Pシュートと激しいディフェンスで攻守に渡り貢献し、
その熱いプレーでチームを鼓舞している。
また、#2 齋藤拓実選手も過去にA東京にレンタル移籍を含め2シーズン在籍。

レギュラーシーズン最後の水曜ナイトゲームを見逃すな。

小酒部 泰暉

1994.2.19 181cm/84kg

1998.7.15

196cm/94kg

200cm/105kg

187cm/88kg

アトラクション参加についての注意事項

豪華景品がもらえる
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！

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！

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

携も
LINE 連
く！
お忘れな

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

B.LEAGUE U15 CHAMPIONS 2022 優勝セレモニー
名古屋ダイヤモンドドルフィ
ンズU15優勝セレモニー
（連覇）
を開催いたします！
開催時間

販売
場所

ハーフタイム

※選手マルシェの販売店舗は、各店舗をチェック！
※一部選手マルシェは、販売中止となりました

Y.MARKET BREWING
職人こだわりのクラフトビールの販売！
名古屋駅前柳橋(Y)市場（MARKET）
で産まれた
クラフトビール醸造所。名古屋駅、上小田井の2つ
の醸造所で多種多様なビールをつくっています。職
人のこだわりがつまったクラフトビールをお楽しみ
ください。※ドリンクカード対象外です
販売
場所

場内2階 BLACKゾーン

「しゃばらむ」
「スウィーツデリバリー」

2階
WHITEゾーン

ドリンク・ドリンクカード
販売場所

バスケットLIVE
On Fire企画

場外キッチンカー

「からあげ178」

アルコール（生ビール、レモンサワー、ハイボール）だけでなくソフトドリンクも
対象！また、
ドリンクカードはご家族やご友人とシェアいただけます！

バスケットLIVEアプリの応
援機能を用いて、
「100ファ
イ ア 」い た だ い た 方 先 着
100名に、非売品オリジナ
ルパッケージのうまい棒を
プレゼント！
引換 1階ロビー バスケットLIVE
場所 ランキングボード前

サイン付きデジタルトレカをゲット
来場者プレゼント企画「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名様に須田選手の
サインを入れた特別版カードをプレゼント！

引換 ハーフタイムまたは、
時間 試合終了後

定番応援グッズ

会場限定ワンコイン ￥500 入会 !

※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

7期ホームゲーム購入特別企画を開催！
対象試合の購入で、
プレゼントをゲットしよう！

対象
試合

4.6WED-4.20WED
に開催されるホームゲーム

対象試合2試合購入でドリンクカードプレゼント！
引換日時

20（水）開場〜試合終了まで

場内2階WHITEゾーン
「ドリンクカード引き換えブー
ス」
にて、
お名前をお伝えください。2試合の購入履歴が
確認でき次第、
ドリンクカードをお渡しいたします。
受取方法

※中止となりました新潟戦
（4/9,10）
、
信州戦
（4/13）
のチケットをご購入済
のお客様は、
新潟戦、
信州戦も対象試合にカウントされます

全試合購入で全選手サイン入り4thレプリカ
ユニフォームを抽選で1名様にプレゼント！

さらに！全対象試合購入で選手サイン入り
練習着を
「抽選で10名様」
にプレゼント！

※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

「DO, RED. 扇子」が手に入る！

1階ロビー、
2階 BLACKゾーンの
BARカウンター「しゃばらむ」

※対象ドリンク以外の商品はドリンクカードを使用できません。
※キッチンカー、Y.MARKET
のドリンクは対象外となります。
※ドリンクカードは水曜開催試合のみ使用可能です。
※原則、
ドリンクカードの返金等は対応いたしません

!
D O , RED !
D O , RED

選手マルシェがリニューアル！

水曜ナイトゲーム限定のドリンクカードを販売！
1杯あたり400円！5杯分のドリンクが手に
入るドリンクカードを2,000円で販売♪

※当選のご連絡は、チケット購入時のメールアドレスにメールにてお送りいたします

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♪

紹介者
お友達を紹介して
キャンペーン
限 定 サ イン 入り私服写真 詳しくは
こちら！
をゲット！

ファンクラブ
会員限定！

来場特典カードプレゼント

配布場所
当日来場ポイント付与時に、
先着各日200名様に非売品 2階レッドゾーン
来場ポイント付与ブース
カードをプレゼント！

※なくなり次第終了

TOP PARTNER

DIAMOND
PARTNER

PLATINUM
PARTNER

GOLD
PARTNER

SILVER
PARTNER

RED
PARTNER

UNIFORM
PARTNER

TREATMENT
PARTNER
DENTAL
PARTNER

MOUTHPIECE
PARTNER

CHECK!

CAR
PARTNER
SDGs SUPPORT
PARTNER

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/game̲20220420/

Men’s BEAUTY
PARTNER
SUITSCASE
PARTNER

SUPPLEMENT
PARTNER
CONDITIONING
PARTNER

SUITS
PARTNER
SLEEP ADVISER
PARTNER

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！

ORIGINAL SHOES
PARTNER
HAIR CUT
PARTNER

スポーツ栄養サポート

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♪

