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雷と太陽のハイエナジー対決 !

#7 RYUSEI SHINOYAMA / PG

B.LEAGUE 2021–22 SEASON

@ KAWASAKI CITY TODOROKI ARENA

SAT.
TIPOFF 16:052.6

FRI.
TIPOFF 18:052.5

赤き稲妻と黄の太陽、眩しいほどのハイエナジー対決!
バイウィーク期間前最後の試合となる今節は、同じ東地区のサンロッカーズ渋谷との対戦。1/20時点でSR渋谷は地区6位につけているが2位川崎とのゲーム差はわずかに3と、上位クラブが僅差でひしめき合っており、今節の結果次第では
順位が大きく入れ替わる重要な2戦となる。SR渋谷とは1月にアウェーで対戦。GAME1ではSR渋谷がボールマンにプレッシャーをかけると、川崎のセットオフェンスの起点となるピック&ロールへと繋がるパスをシャットアウトされ、川崎は
今シーズンワーストの23ターンオーバーをSR渋谷に献上。オフェンスがうまくいかない川崎はディフェンスでも持ち前の勢いを発揮できず18点差で敗戦。Bリーグ出場300試合達成のメモリアルゲームだった#22ファジーカスも、300試
合中でこれまでわずか7回目の1桁得点(8点)と押さえ込まれた。しかし続くGAME2では、逆に川崎がハイエナジーなディフェンスでSR渋谷から22のターンオーバーを奪うと、SR渋谷の守備を攻略する86得点で26点差の勝利。
#22ファジーカスも30得点の大暴れで前日の汚名を返上してみせた。SR渋谷の特徴は、メンバーを次々に入れ替えながら常にアグレッシブなプレーを展開し続けるハイエナジーバスケット。特にガードの#1関野・#9ベンドラメはその牽引役
となっている。川崎もSR渋谷と同様に常にハイエナジーを信条としているだけに、ホームでアグレッシブさで負けは許されない。川崎のエナジーの象徴#0藤井のリベンジ、前回対戦でSR渋谷のプレッシャーの中で活躍をみせた特別指定契約
選手の#3米須らガード陣が川崎の力をどこまで引き出せるかに注目したい。

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。
 (4)入場のお断り又は退場のお願いを含む前記の各処分を命じられた方に対する、チケットの購入代金の払い戻し、その他の賠償はいたしません。また、前記の各処分を命じられた方は、違反行為によりリーグ又はク
ラブに生じた損害(違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが 被った一切の損害を含みます)の賠償を求められることがあります。

REOTO YONESU　［PG］
176cm／63kg／長崎県／日本大学(在学中)

米須玲音

YUMA FUJII　［PG, SG］
178cm／75kg／島根県／拓殖大学

RYUSEI SHINOYAMA　［PG］
178cm／75kg／神奈川県横浜市／日本大学

藤井 祐眞 篠山 竜青
特

ポジション／身長／体重／出身地／出身校

特別指定契約選手特

3 小川 麻斗
［PG/SG］ 176cm／77kg

鬮俶ｩ閠暮區

8 高橋 耕陽
［SG/SF］ 192cm／90kg

9 ベンドラメ 礼生
［PG］ 183cm／83kg

16 渡辺 竜之佑
［PG/SG］ 189cm／90kg

12 西野 曜
［SF］ 199cm／94kg

22 マックス・ヒサタケ
［PF］ 203cm／105kg

24 広瀬 健太
［SF］ 193cm／90kg

27 石井 講祐
［SG］ 182cm／85kg

34 ライアン・ケリー
［SF/PF］ 211cm／104kg

1 関野 剛平
［SG/SF］ 183cm／80kg

14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ
［PF/C］ 206cm／104kg

73 田渡 修人
［SG］ 185cm／79kg

75 井上 宗一郎
［PF］ 201cm／105kg

HC 伊佐　勉55 ジョシュ・ハレルソン
［PF/C］ 208cm／125kg

44 盛實 海翔
［SG］ 187cm／83kg

特

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

川崎ブレイブサンダース  FC 検索

「活躍した」と思う選手1名に投票してください。
 一番多く票を集めた選手がその月のMVPに輝きます。

詳細はクラブ公式WEBサイトをご確認ください。

「月間MVPsupported by 和光産業」 ご入会方法

 毎月20名に
 オリジナルQUOカ―ド 500円 プレゼント

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。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。

Wi-Fi 名称

SSID

KEISUKE MASUDA　［SF］
194cm／90kg／静岡県／筑波大学

増田 啓介

SATORU MAETA　［SG］
192cm／88kg／山形県／青山学院大学

YUYA KAMATA　［PF］
197cm／115kg／福島県／大東文化大学

YUSUKE TSUNAI　［PG］
185cm／82kg／大阪府／明治大学

NICK FAZEKAS　［C］
207cm／114kg／アメリカ／ネバダ大学

前田 悟 鎌田 裕也 綱井 勇介

ニック・ファジーカス

MATT JANNING　［SG］
196cm／99kg／アメリカ／ノースイースタン大学

NAOYA KUMAGAE　［SF］
195cm／95kg／福岡県／日本体育大学

マット・ジャニング 熊谷 尚也

TAKUMI HASEGAWA　［SF］
190cm／92kg／岩手県／拓殖大学

PABLO AGUILAR　［PF］
203cm／99kg／スペイン／アリカンテ大学

パブロ・アギラール長谷川 技

JORDAN HEATH　［PF/C］
208cm／109kg／アメリカ／カニシャス大学

ジョーダン・ヒース 佐藤 賢次

2/9（水） 18:00まで

ポジション／身長／体重／出身地／出身校

特別指定契約選手特
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声優とアイドルの活動を両立する
ハイブリッドユニット「i☆Ris」が来場。
ハーフタイムショーで2曲を
パフォーマンスするなど、
会場を盛り上げていただきます。
サイングッズが当たる抽選企画も実施。

【2/6のみ】「i☆Ris」来場

時間:ハーフタイムなど

川崎ブレイブサンダースチアダンス
スクール「IRIS GIRLS」のスクール生が
パフォーマンスを披露します。
元気いっぱいな演技で会場を盛り上げます。
ぜひお楽しみください。

チアダンススクール
「IRIS GIRLS」 パフォーマンス

時間:オープニングショー

場所:アリーナ内

どの選手が活躍するかを予想して、 他の参加者と競う
オンラインカードゲーム 『PICKFIVE』が
正式リリースされました。
お手持ちのスマートフォンでご利用いただけますので、
是非ご参加ください。

参加は
こちらから!
▶▶▶▶▶▶

HOW TO PLAY

AD
W40.5 x H88.5mm

SUNROCKERS
SHIBUYA
ROSTER

INFORMATION  INFORMATION  INFORMATION  INFORMATION  INFORMATION  INFORMATION  INFORMATION

Kazuki

Kazuki
会場で配布している
プログラムには
QRコードが
掲載されています



®MWASA99B闊VE THUIIDERS 
川崎ブレイブサンダ ー スのホ ー ムゲ ー ムを通じて、

SDGsの17すべての目標にチャレンジする2日間

, O 
KAWASAKI BRAVE THU 

&ONE 
KAWASAKI BRAVE THUNDERS 

SDGs CHALLENGE 

川崎ブレイブサンダースは、

&ONEアシストをはじめ、

試合内外での取り組みを通じて

SDGsを推進しています。

スポ ー ツXSDGsにより、川崎を

より「住んで幸せな街」にする

ことにコミットします。
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SUPPORTED●Y TIP OFF 18:05 

2021·22シーズンより、B.LEAGUEの
レギュラーシーズンにおけるチームのアシス＂比
応じた會額1アシス"’X1000円）を子どもたちの
パスケットポール績費1こ酒用する取りIIM闘ぬし攣T.
アシス"’の多さは．チーム全員C●●ITるクラブの
特であり．攣た「欄手奮1/Jltる」というアシストがもつ
言婁の憲庫を込めた覇9J編みです．

6� 
TIP OFF 16:05 

vs 謳細�· @ KAWASAKI CITYTODOROKI ARENA 

&ONEの活動詳細は

コチラから

「&ONEdays」ポスタ ーコンテスト最優秀賞（上作延小学校4年生友永凛花さん）

◆&ONE WALKING
x aminoステップ

2月5日・6日だけの特別イベント
園園 ◆自転車発電体験コ ーナー 〖'E9 ◆SDGsについて選手と学ぶブース E9

川崎ブレイブサンダースがホ ー ムゲー ム開催時に毎試合実施している

ウォ ー キングラリー 「＆ONE WALKING」と、歩くだけでマイルがたまる、

味の素（株）の生活改善サポートアブリ「aminoステップ
m

」が

コラポレーションし、ご来場の皆さまの健康促進をサポートいたします。

血9叶璽
,0"E 冒

◆
白

―

ド：各改靡世累2ル」が当たる層il
一 一

一

食品ロス軽減を目的にご家庭で余っている

食品をご来場される皆さまから集め、

「フ ー ドパンクかわさき」協力のもと、

必要とする方々へお届けします。

食品提供して下さった方には抽選で選手

サイン入りミニポールをプレゼントいたします。

また、味の素（株）より参加賞もございます。

◆「絶滅危惧種」出張水族館 目国
一 一

カワスイご協力のもと、絶滅危惧種に指定

されている生物について学び、海の豊かさ

を守ることについて考えていただくため、

絶滅危惧種の水槽展示やバネル展示を

行います。

一

株式会社UPDATERご協力のもと

自分で自転車をこぎ発電した再生可能

電気(CO2排出なし）でガチャガチャを

まわし景品をゲットするイベントです。

※お一人様1回まで

一

一

◆&ONEチャリテイグッズ販売 〖＇厄！＇
一 一

&ONEグッズをグッズショップと

公式ECショップで販売し、売上から経費を

引いた全額を、安全な水質を届ける

支援団体や子どもの虐待防止支援団体へ

寄附いたします。

◆ホンダカ ーズJII崎EV車展示

一

国日

一

一

カーポンニュ ートラル（脱炭素）実現のために欠かせない最新技術の

EV車（竜気自動車）を展示いたします。

◆車いすパスケットボール体験会口 n
一 ー

一

両日ともに、どなたでも競技用車いすに乗り、

シュ ート体験できるイベントを行います。

また2/6は、一芸に秀でた川崎にゆかりある

方々をゲストに招く「KAWASAKI LIGHT 

UP STAGE」として地元川崎の車いすパスケ

ットポールクラブ「川崎WSC」による紅白戦

をご覧いただけます。

※紅白戦：2/6（日 ）のみ 【時間】13:25~14:20 【場所】コ ート上

璽

◆JII嶋で採れた新鮮野菜販売

一 一

JAセレサ川崎の農産物直売所

「セレサモス」を2/6のみ行います。

地産地消により、食品ロス軽減と、

輸送によるCO2排出削減に繋がります。

國日

一

選手たちによるコメントや映像などと共に、

皆さんと一緒になって考え、取り組んで

いきたいという想いを込めたブー スです。

一

◆I;g：冠益芦翡りRiイベントEl 層il
一

川嶋ブレイブサンダース の選手紹介時に、障がいを持つアーティスト（パラアーティスト）が

描いた選手の肖像画をビジョンに掲出いたします。

またこの2日間、子ども達が選手紹介やヒーロ ーインタピューなどMCに挑戦いたします。

2/5（土）
MC 
ココナちゃん

一

一

紐旦品

2/6（日）
MC 
アカシくん

アーティスト名：
平●彦

◆再生紙ゲームデープログラム配布 E9
通常の試合案内に加え、第4回ジャパンSDGsアワー ド「特別賞」受賞の

川崎市立平問小学校の児童による SDGsに関する篠山選手・増田選手への

インタピュ ーを掲載いたします。

◆！！！巴生。2?KA2竺RAそ茫竺日 E

◆かわさき亥えるぽし
認証企婁ご招待 園

川崎ブレイブサンダースでは、全ホーム試合を通じて、来場者敷X1円を市内のこども食堂へ寄付します。

SPONSO:
---三←一］一三□こ —…~i] 
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川崎ブレイブサンダースは、
&ONEアシストをはじめ、
試合内外での取り組みを通じて
SDGsを推進しています。
スポーツ×SDGsにより、川崎を
より「住んで幸せな街」にする
ことにコミットします。

2021-22シーズンより、B.LEAGUEの

レギュラーシーズンにおけるチームのアシスト数に

応じた金額(アシスト数×1000円)を子どもたちの

バスケットボール振興に活用する取り組みを開始します。

アシスト数の多さは、チーム全員で勝利するクラブの

特徴であり、また「相手を助ける」というアシストがもつ

言葉の意味を込めた取り組みです。

篠山選手 :今日、僕たちは皆さんにSDGsについて教えてもらいにきました。よろしくお願いします。

              早速ですが、1月22日の土曜日に平間小で「SDGsフェス」を行ったと聞いたのですが、皆さんはどんな事をしたの?

小林さん :私たち6年生は総合の学習で平間商店街と協力して平間SDGsマップを作成しました。グループに分かれて各店舗に

             詳しく取材しました。完成したマップをフェスで配布しました。

篠山選手 :どんなお店にどんな取材をしたの?

佐々木さん:私たちは2人グループで商店街の美容院に行きました。そのお店では「ジェ ンダー平等」に取り組んでいて、男女問わず

                来店してもらう工夫をしていました。その取り組みを他の学年に発表しました。

篠山選手 :いやーすごいね!

増田選手 :僕らはみんなの足元にも及ばないです。 

阿部さん :僕たちは地震や津波などの災害時に備えてクイズや迷路を使って防災について勉強しました。 

篠山選手 :まっすー (増田選手の愛称)はクラブハウスで地震が起きたらどこに避難するか知ってる?

増田選手 :全然知らないですね。水だけは1階にたくさんあるので、半年は生きていけると思います。

篠山選手 :それ、水の量に頼りすぎだろ(笑)。災害時の避難場所を知ることはSDGsだよね。 

三浦さん :5年生は何度も多摩川に行って、50年前の汚い多摩川を知っている人に話を聞いて、「汚い多摩川に戻らないように気を

                つけよう。多摩川を今よりも良くしていこう」という発表をクイズや劇にして発表しました。

篠山選手 :多摩川って50年前に比べてずいぶんキレイになったんだね。知らなかった。いろんな人の努力があって今の多摩川なんだね。

平間小学校参加者:6年生小林さん・佐々木さん、5年生三浦さん・出口さん、4年生阿部さん

篠山選手 :みんなはSDGsを勉強してどんなところが面白い?

三浦さん :自分たちがSDGsを学んで取り組みをして、それが街の人に広がって行って、 世界がどんどん変わるならやってみよう

                かなと思っている。最初は軽い気持ちではじめたけど、世界が変わっていくなら、ちょっとおもしろいなって思います。

出口さん :SDGsには17目標あるけど、それぞれ内容が違うから色々なことに取り組める事が楽しいです。 

佐々木さん:毎日自分たちが行動することで世界が変わっていくから、行動1つ1つに重みがあると感じていて、それが面白いです。

小林さん :ミニSDGsフェスというイベントがあり、「ゴミ分別対決」などSDGsを楽しいイベントにする活動がありました。

                楽しみながら環境がよくなるのは面白いです。 

阿部さん :SDGsを勉強してゴミを分別する事が楽しくなりました。

篠山選手 :すばらしい!自分たちの行動が世界を変えられるという意識はずっと変わらず持っていてほしいなと思う。自分ひとりが

                やってもどうせ何も変わらないじゃん、という思いではなくて、1人1人の小さな行動がないと大きなものにならないので、

                信じて行動することが世界を変える大きな要因になる。誰に何を言われようとそれを信じてやってほしいと思うし、

                楽しみながらSDGsに取り組むことは本当にすばらしい。何か我慢したり節約したりというマインドになりがちだけど、

                みんなのポジティブなエネルギーで楽しみながら分別できるとか、楽しみながら再利用できるとか、ぜひそういう部分を

                もっともっと追求して、楽しみながらやれるSDGsを突き詰めてほしい。みんなから良いコメントを聞けてたくさん気づか

                されました。ありがとうございました!

増田選手 :本当にみんなすばらしくて。。。今日の自分たちの行動が明日の世界を変えるという発言がすばらしい。自分たちもSDGs

                に取り組んでいるけど、そこまでしっかり見えていなかった。改めて考えさせられました。自分たちもそういう行動を見せて

                いかなきゃいけないなと思いました。ありがとうございました!

子どもたち :川崎ブレイブサンダースが最近行っているSDGsの取り組みは何ですか? 

増田選手 :僕たちはまだまだ未熟なところもあるのですが、試合会場で販売する飲食をプラスチックを使わない

               容器に変更したり、自分は、食品ロス対策として、試合会場で売れ残ってしまったお弁当があったら

               補食として試合後にもらって食べています。昨年の夏に行った選手とコーチのSDGs勉強会で、

               自分から考えて発表したことが実現しました。 

篠山選手 :最近だと電力ですね。「みんな電力」さんとパートナーシップを組んで、再生可能エネルギー (太陽光

                発電所でつくった電力)を僕たちが生活しているクラブハウスで使ったり、ブレイブサンダースのファ

                ミリーの皆さんには「川崎ブレイブサンダース電気」を販売して再生可能エネルギーを使ってもらい、

                その売上の一部をクラブのSDGsの活動に役立てるという取り組みをしています。

小林さん :篠山選手・増田選手が取り組んでいるSDGsがあったら教えてほしいです。

篠山選手 :電気とか水を大切にしようと家族みんなで意識しています。こまめに使っていない電源を切ったり、

                身に着ける服もなるべく長く使おうと思っている。それも1つのSDGsにつながるかなと。日頃の

                生活の中でちょっとした意識を変えるだけでも見えてくるものがある。これやっているぜ!と胸を張れ

                るものではないけど、少しずつそういう事を考えるようになったかな。

                 物を買う時とか、物を捨てる時とか。

増田選手 :SDGsの17目標のマークが街の色々なお店にある。飲食店とか洋服のお店だったり。そのマークを

                見つけると、「このお店はSDGsに取り組んでいるんだ」と気づくようになってきて、そういうお店で

                 買い物をしたいなと感じるように最近はなってきました。

阿部さん :SDGsについてファンのみなさんへ伝えたいことやお願いはありますか。 

篠山選手 :まずは知ってもらうことが最初のステップ。SDGsというものがあって17の目標があって、世界中で

                色々な取り組みがあることを川崎ブレイブサンダースを通じて知ってもらうことで、意識が変わる。

                みんなの意識にちょっとずつ「ひっかかる」ことがもっともっと増えていけばいいなと思う。

                SDGsをもっと広めていけるように僕たちも頑張るし、ファミリーの皆さんには一緒になって感じて

                ほしいし意識してほしいと思います。

 阿部さん :ありがとうございます。僕も努力して頑張りたいと思います。

川崎ブレイブサンダース×平間小
篠山選手・増田選手と、子どもたちが
SDGsについて話し合ってみた!

第4回ジャパンSDGsアワード特別賞受賞
川崎市立平間小学校

「&ONEdays」ポスターコンテスト最優秀賞(上作延小学校4年生 友永凛花さん)

2月5日・6日だけの特別イベント

川崎ブレイブサンダースでは、 全ホーム試合を通じて、来場者数×1円を市内のこども食堂へ寄付します。

場所や時間等の
詳細はコチラ▶

◆「絶滅危惧種」出張水族館

カワスイご協力のもと、絶滅危惧種に指定
されている生物について学び、海の豊かさ
を守ることについて考えていただくため、
絶滅危惧種の水槽展示やパネル展示を
行います。

場所:アリーナ2F 開門～試合終了

◆フードライブwith味の素
 「選手サイン入りミニボール」が当たる

食品ロス軽減を目的にご家庭で余っている
食品をご来場される皆さまから集め、
 「フードバンクかわさき」協力のもと、
必要とする方々へお届けします。
食品提供して下さった方には抽選で選手
サイン入りミニボールをプレゼントいたします。
また、味の素(株)より参加賞もございます。

場所:総合受付横 2/5(土)15:00～試合終了

2/6(日)12:15～試合終了

◆再生紙ゲームデープログラム配布

◆川崎ブレイブサンダースこども食堂
    at THE LIGHT HOUSE KAWASAKI BRAVE THUNDERS

◆かわさき☆えるぼし
   認証企業ご招待

通常の試合案内に加え、第4回ジャパンSDGsアワード「特別賞」受賞の
川崎市立平間小学校の児童による SDGsに関する篠山選手・増田選手への
インタビューを掲載いたします。

◆&ONE WALKING
   × aminoステップ

TM ◆SDGsについて選手と学ぶブース

選手たちによるコメントや映像などと共に、
皆さんと一緒になって考え、 取り組んで
いきたいという想いを込めたブースです。

場所:アリーナ2F 開門～試合終了

◆自転車発電体験コーナー

株式会社UPDATERご協力のもと
自分で自転車をこぎ発電した再生可能
電気(CO2排出なし)でガチャガチャを
まわし景品をゲットするイベントです。 
※お一人様1回まで

場所:アリーナ外 2/5(土)15:00～試合開始

2/6(日)12:15～試合開始

◆パラアーティスト選手肖像画
&キッズMCによる選手入場イベント

川崎ブレイブサンダースの選手紹介時に、 障がいを持つアーティスト(パラアーティスト)が
描いた選手の肖像画をビジョンに掲出いたします。 
またこの2日間、子ども達が選手紹介やヒーローインタビューなどMCに挑戦いたします。

2/5(土)
MC
ココナちゃん

2/6(日)
MC
アカシくん

場所:アリーナ内 2/5(土)1７:30頃

2/6(日)15:30頃

川崎ブレイブサンダースがホームゲーム開催時に毎試合実施している
ウォーキングラリー『&ONE WALKING』と、 歩くだけでマイルがたまる、
味の素(株)の生活改善サポートアプリ 『aminoステップTM』が
コラボレーションし、 ご来場の皆さまの健康促進をサポートいたします。

◆車いすバスケットボール体験会

両日ともに、どなたでも競技用車いすに乗り、
シュート体験できるイベントを行います。
また2/6は、一芸に秀でた川崎にゆかりある
方々をゲストに招く「KAWASAKI LIGHT
UP STAGE」として地元川崎の車いすバスケ
ットボールクラブ「川崎WSC」による紅白戦
をご覧いただけます。
※紅白戦：2/6(日)のみ   【時間】13:25～14:20　【場所】コート上

場所:アリーナ外 2/5(土)15:30～16:30予定

2/6(日)13:30～14:30予定

◆川崎で採れた新鮮野菜販売

JAセレサ川崎の農産物直売所
「セレサモス」を2/6のみ行います。
地産地消により、食品ロス軽減と、
輸送によるCO2排出削減に繋がります。
 

場所:アリーナ外 2/6(日)14:00～16:00

◆&ONEチャリティグッズ販売

&ONEグッズをグッズショップと
公式ECショップで販売し、 売上から経費を
引いた全額を、安全な水質を届ける
支援団体や 子どもの虐待防止支援団体へ
寄附いたします。

場所:アリーナ1F 時間:開門～閉門

◆ホンダカーズ川崎EV車展示

カーボンニュートラル(脱炭素)実現のために 欠かせない最新技術の
EV車(電気自動車)を展示いたします。

場所:アリーナ外 2/5(土)15:00～試合開始

2/6(日)12:15～試合開始

出口さん
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