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【10/11のみ】JTB presents 永久欠番セレモニー

クラブ創設 70 周年の節目を迎えた昨シーズン、
これまでの歴史の中でチームの発展に
顕著な貢献をした選手として永久欠番に決定した、
フレッディ・カウワン 氏（#40）、節政貴弘 氏（#8）、
北卓也 氏（#51）のセレモニーを開催します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、セレモニー日程・内容等に変更が生じる場合があります。

また、状況により対象者がセレモニーに出席できない可能性もございます。ご了承ください。

時間：(10/11) ハーフタイム　場所：コート上

EVENT

時間：優先開場～試合開始まで

ファーストシュートQUIZ

川崎ブレイブサンダースの選手のうち、誰が最初にシュートを決めるか予想しよう !
見事当たった方のなかから、抽選で各日 3 名様に嬉しいプレゼントが当たります♪

参加方法：
手順①  LINE 公式アカウントを友だち追加し、
　　　　　簡単なアンケートに答える。
　　　　　ID：@brave-thunders
　　　　　URL：https://lin.ee/kfWEgi5
手順② トーク画面に「ファーストシュート」と入力・送信すると、クイズに参加できる！

超プレッシャーチャレンジKAWASAKI スマイルフォト

フリースローラインから
シュートを打って、3 本中1本でも
シュートが入ればチャレンジ成功。
ご来場者全員に
スペシャル成功特典がございます。

時間：1-2Q 間

ビジョンに観客席の
皆さまを映して撮影。
写真は特設ブースにて
記念にプレゼントいたします。
アリーナ内で使えるクーポン券も
セットでついてくる！

時間：試合開始 40 分前ごろ

ダンスダンスサンダース Presented by LIVE ZOUND CINECITTA'LINE de チャンス！

ノリノリの音楽に合わせて自由に
レッツダンス♪
客席で盛り上がっている
キミにカメラがズームイン！
最後にビジョンに映し出された方が
優勝です。

時間：ハーフタイム

LINE 公式アカウントを使って、
賞品が当たるクイズ＆
抽選イベントを実施。
お友達登録をして
チャレンジしよう！

時間：第2Q オフィシャルタイムアウト

10/11(日)開場～10/12(月)の期間限定。LINE公式アカウントで
「永久欠番」と送信すると、“あの人”のオフショット写真がもらえます!



オンラインサロン「THUNDERS’ CLUB HOUSE」で
選手達と日常的なつながりを楽しもう！

サンダースクラブハウス

オンライン観戦会 選手からの電話 リプ祭り

過去の試合を選手や
スタッフと一緒に観戦

ライブ配信の視聴者に
その場で電話 ( 抽選 )

会員のみなさんからの
コメント全てに選手が一言返信

バスケットボールやホームゲームを通じて、
すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を提供し、

川崎をより「住んで幸せな街」にすること、にコミットする。
&ONE
KAWASAKI BRAVE THUNDERS
SDGs CHALLENGE
特設ページ



選手のさらに詳しいプロフィールは
川崎ブレイブサンダースのWebサイトをご覧ください。 
kawasaki-bravethunders.com/team/players/

YUMA FUJII0 藤井 祐眞
PG/SG 178cm/75kg/ 島根県 /拓殖大学

YASUNORI AOKI4 青木 保憲
PG 182cm/84kg/ 静岡県 /筑波大学

RYUSEI SHINOYAMA7 篠山 竜青
PG  178cm/75kg/ 神奈川県 / 日本大学

KEISUKE MASUDA11 増田 啓介
SF 194cm/90kg/ 静岡県 / 筑波大学

NAOTO TSUJI14 辻 直人
SG 185cm/82kg/ 大阪府 /青山学院大学

MATHIAS
CALFANI21 マティアス・カルファニ

PF 204cm/99kg/ ウルグアイ /リセオ54中学校

NICK
FAZEKAS22ニック・ファジーカス

C 207cm/114kg/ アメリカ /ネバダ大学
YUTO OTSUKA24大塚 裕土

SG/SF 188cm/85kg/ 北海道 /東海大学

NAOYA KUMAGAE27熊谷 尚也
SF 195cm/95kg/ 福岡県 /日本体育大学

TAKUMI HASEGAWA33長谷川 技
SF 190cm/92kg/ 岩手県 /拓殖大学

PABLO
AGUILAR34パブロ・アギラール

PF 203cm/99kg/ スペイン /アリカンテ大学

JORDAN
HEATH35ジョーダン・ヒース

PF/C 208cm/109kg / アメリカ /カニシャス大学

KENJI SATOHC佐藤 賢次公式チャンネル

おもしろ企画をたくさんアップしています。
公式 YouTube のチャンネル登録
よろしくお願いいたします！

【ガチの神回】【最新動画!】
幼稚園生相手でもありえないハンデつけたら

流石に負ける説 ww
プロバスケ選手はどれくらい

後ろからシュートが決まるのか検証した結果...

100万回
超えの
最強動画!

NEW!

川崎ブレイブサンダース　YouTube

チャンネル登録は

コチラから!

KAWASAKI BRAVE THUNDERS  ROSTER

ハーフコートシュートA. シューティングでコーナーから打つA. 作らないA. NBA 2K20 をするA.

右から靴下履いて、左からシューズを履くA. ストレッチA. なしA. バッシュを履くときは左足からA.

右から靴を履くA. 特にないA. パスタとチキンを試合前食べるA. 音楽を聴くA.

ゲン担ぎ・ルーティンは？Q.ポジション  身長 /体重　出身地 /出身校



OSAKA EVESSA  ROSTER

0 アンドリュー・ランダル
PF 198cm/109kg

2 伊藤 達哉
PG 172cm/73kg

3 エリエット・ドンリー
SF 198cm/91kg

7 土屋 アリスター時生
PF/C 198cm/95kg

8 角野 亮伍
SF 192cm/90kg

10 駒水 大雅ジャック
SF 200cm/95kg

13 中村 浩陸
PG 176cm/75kg

14 橋本 拓哉
SG 190cm/88kg

20 合田 怜
PG 183cm/80kg

33 アイラ・ブラウン
SF/PF 193cm/107kg

41 ギャレット・スタツ
PF/C 213cm/120kg

55 ジョシュ・ハレルソン
PF/C 208cm/125kg

AC 竹野 明倫

バンキング
アプリ
サービス

https://www.kawashin.co.jp/



1. サンダーススクエア内「ファンクラブブース」
2. クラブ公式 Web

新型コロナウイルス感染症対策のため、
一時的に特典の内容を一部変更しております。
既にご入会済みの方も、
現在ご入会を検討されている方も
必ずご一読ください。

ご入会方法 【重要】ファンクラブ特典の変更について

川崎ブレイブサンダース　FC

2020-21 SEASON FAN CLUB

「はぐくみ母子クリニック」は
武蔵中原の産婦人科 ・ 小児科です。

妊娠から出産の
「おかあさんとあかちゃん」の安全を、
そして出生から社会に出るまでの

「こども」の成長を、皆様と共に見守ります。

医療だけではなく
社会的活動を通して地域の皆様に

貢献できるクリニックを目指しております。

神奈川県川崎市川崎区
小川町 4-1
Tel：044-223-3190
(24h自動応答 )

CHRISTIE 社製 4K レーザープロジェクター
「CP4330 RGB」による高輝度で

ダイナミックな映像と、
【LIVE ZOUND】＜LIVEサウンド＞の

唯一無二の音響が、
新次元の映画体験を作り上げます。

ぜひご体験ください。

川崎駅から徒歩5分、
エンタテイメントの街「ラ チッタデッラ」内の

映画館、チネチッタ。

上映作品・上映スケジュールを掲載、
座席を指定したチケットの

インターネット購入も可能です！



B.LEAGUE 共通観戦マナー＆ルール

B.LEAGUE と B クラブは、リーグ主催の試合における観戦マナー＆ルールを設けています。すべての皆さまに素晴らしいアリーナ体験をお持ち帰りいただくために、
入場口での手荷物検査や、アリーナ内での観戦マナー、ルールについて、皆さまのご協力をお願いいたします。
①すべての来場者の安全と快適な試合観戦環境確保のため、手荷物検査へのご協力をお願いします。ご協力いただけない場合、入場禁止等の処分を取らせていただく場合がございます。
②観戦マナー＆ルールに定める禁止行為やセキュリティ上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止、持込禁止物の没収等の処分に従っていただく場合があり、さらに、
　  違反行為を行った試合以外の試合の入場も禁止される場合があります。
③コート付近の客席、特にコートエンドおよびコートサイドの前列付近は、選手がプレーする際に、やむを得ず客席へ強い勢いで飛び込む場合が有り、
　  さらに試合の内外を問わずボールが飛び込む場合がございますので、選手がプレーする際はボールや選手の行方に十分ご注意ください。

注 意 事 項

2020 年 2 月 29 日、
溝ノ口劇場の姉妹店としてオープン。

懐かしい家庭の味を思わせる温もりあるカレーが
ランチタイムは 1.100 円でおかわり自由（コーヒー付き）

グランドピアノ型の電子ピアノが常設しており、
プロジェクターや音響設備もある
店内ではアコースティックライブや、

溝ノ口劇場と連携したパーティーイベント、
打ち上げプランにも対応。

多様なエンターテイメント
カレー喫茶を目指します。

川崎市溝口にある商業ビルです。

連絡通路には選手全員の

等身大パネルの展示や

試合日程など川崎ブレイブサンダースの

情報満載です！

試合観戦の前に、是非お立ち寄りください！

神奈川県川崎市高津区溝口 1-4-1
TEL：044-814-7777（代表）

神奈川県川崎市高津区溝口 1-3-1

ノクティプラザ１

ノクティプラザ 2

毎日“うれしい”が
きっとある。

“毎日何かが見つかる”
ノクティプラザ。

スバル車を中心としたカスタマイズブランドです。

国産車及びインポートカーの

カーボンパーツ・レザーインテリア・

ホイール各種プロダクト等手掛けております。 

製品情報や各種イベント情報などを

発信してまいります。

【FACEBOOK】
http://facebook.com/liberalcorp/

神奈川県川崎市高津区千年 792-1
電話：044-753-0180



SSID .FREE_WI-FI_PASSPORT_J

Wi-Fi名称 Free_Wi-Fi_Passport

フリーWi-Fi完備!
初回利用時の登録手順は、1Q終了まで
各階のモニターで案内しています。

左記の QR コードを読み込み
表示されたアンケート画面
にてご回答ください！
「ホームゲームへのご招待／
ご優待」を抽選でプレゼント!!

『川崎ブレイブサンダースの観戦ははじめて』
という方のためのお役立ちガイドです♪

10/14( 水 ) 18:00まで

簡単５分で完了!

琉球ゴールデンキングス広島ドラゴンフライズ 新潟アルビレックス BB 富山グラウジーズ

B チケB.LEAGUEチケットからご購入いただけます

来場者アンケートにご協力ください

はじめて観戦の方、必見！

今シーズンより LINE 公式アカウントを開設しました。
試合当日にもLINE を利用した参加型企画を
行いますので ぜひ友だち登録してご参加ください !
（参加型企画の詳細は2ページをご覧ください）

友達登録はコチラから

HOME GAME SCHEDULE
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11/15富山戦は、1試合限定の記念ユニフォームを選手が着用！
川崎市の小学生から公募したデザインの最優秀作品です。

チケット販売情報
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