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先のQRコードからアンケートページを開き、本日の観戦のご感想をお聞かせください。
ご回答いただいた方の中から、抽選でホームゲームへご招待！

クラブ公式アカウントをフォローして、クラブの最新情報や
お得情報、楽しい動画などをお楽しみください

初回利用時の登録手順は
1Q終了まで各階ロビーのモニターにて案内しています。

ソーシャルメディア フリーWi-fi

1月3日（火）
18:00まで

回答期限 来場アンケートに答えてホームゲーム招待券をゲット!5分で完了

vs

※時間は多少前後する場合がございます

YUYA
KAMATA

#18  PF/C

HOME GAME INFORMATION

新型コロナウイルス感染症に関する証明書などを
持参いただくことで、定価の20%割引価格でチ
ケットを購入できます。

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

イベントワクワク割

対象試合

※割引額の上限=2,000円

■1/18(水)19:05～ vs.三河

■1/21(土)18:05～ vs.琉球

■1/22(日)16:05～ vs.琉球

詳細はクラブ公式サイトから

P1（表紙）P16（裏表紙）

京都戦 _GDP_Vol07 kbt_22_11_13_g 初稿



KAWASAKI
 BRAVE THUNDERS

川崎ブレイブサンダース プロフィールの詳細は
川崎ブレイブサンダースの
WEBサイトをご覧ください

今季最大の目標であるチャンピオンシップファイナルへの進出、そしてファイナルでの勝利、優勝のために
【FULL THROTTLE】をチーム全員の合言葉とし佐藤ヘッドコーチのもとチーム一丸となって戦ってまいります。

今シーズンは選手全員がキャプテンを務めます。

YUYA KAMATA
PF / 197cm,115kg

鎌田 裕也
GUARDIAN 

  OF KAWASAKI

#18#18

YUTO NOHMI
PG,SG / 182cm,83kg

納見 悠仁
INFINITY SCALE

#21#21

NAOYA KUMAGAE
SF / 195cm,95kg

熊谷 尚也
ATTACK THE RIM

#27#27

NICK FAZEKAS
C / 207cm,114kg

ニック・ファジーカス

#22#22

MATT JANNING
SG / 196cm,90kg

マット・ジャニング
RING SNIPER

#23#23

YUMA FUJII
PG,SG / 178cm,75kg

藤井 祐眞
UNCHAIN

#0#0

RYUSEI SHINOYAMA
PG / 178cm,75kg

篠山 竜青
THE SYMBOL

#7#7

KEISUKE MASUDA
SF / 194cm,93kg

増田 啓介
WONDER STEP

#11#11

SATORU MAETA
SG / 192cm,88kg

前田 悟
ENLIGHTENMENT

#13#13

MICHAEL YOUNG Jr
PF / 206cm,105kg

マイケル・ヤングジュニア
SHOCK WAVE

#2#2

佐藤 賢次

HCHC

TAKUMI HASEGAWA
SF / 190cm,92kg

長谷川 技
UNSUNG HERO

#33#33

JORDAN HEATH KENJI SATO
PF,C / 208cm,110kg

ジョーダン・ヒース
THE FIGHTER

#35#35

神奈川県川崎市中原区下小田中3-33-5
TEL:044-750-7773

　　  （小児科）
TEL:044-752-8993

（産婦人科）

「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。

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。

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。

ホテル縁道・縁道食堂

地域の暮らしと旅人を結ぶ、
暮らしの参道

川崎から全国に、全国から未来に可能性を広げる
川崎ブレイブサンダースと共に

様々なご縁を広げたいと思っています。
昨シーズンのコラボ内容は
下記にてご確認ください。

〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町2-25
TEL: 044-589-5858 
https://en-michi.jp/

縁道食堂Instagram更新中♪

ポジション／身長／体重

THE KING
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KYOTO
 HANNARYZ

京都ハンナリーズ 北卓也GM解説「今節の見どころ」GAME REVIEW
 from general manager - KITA

B1リーグ戦 順位表STANDINGS
第10節 終了 (12/13) 時点

2022年最終戦、難敵を撃破せよ！

POINT 1

世界的な評価を得る育成のプロ

POINT 2

覚醒のユトフ

POINT 3

東地区EASTERN

1

2

3

4

5

6

7

8

14-4

13-5

11-7

10-8

7-11

6-12

5-13

5-13

.778

.722

.611

.556

.389

.333

.278

.278

千葉ジェッツ

アルバルク東京

群馬クレインサンダーズ

宇都宮ブレックス

秋田ノーザンハピネッツ

仙台89ERS

レバンガ北海道

茨城ロボッツ

中地区CENTRAL

1

2

3

4

5

6

7

8

11-7

10-8

10-8

8-10

8-10

7-11

4-14

2-16

.611

.556

.556

.444

.444

.389

.222

.111

川崎ブレイブサンダース

横浜ビー・コルセアーズ

サンロッカーズ渋谷

信州ブレイブウォーリアーズ

三遠ネオフェニックス

シーホース三河

富山グラウジーズ

新潟アルビレックスBB

西地区WESTERN

1

2

3

4

5

6

7

8

15-3

14-4

14-4

13-5

10-8

8-10

7-11

4-14

.833

.778

.778

.722

.556

.444

.389

.222

琉球ゴールデンキングス

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

広島ドラゴンフライズ

島根スサノオマジック

ファイティングイーグルス名古屋

大阪エヴェッサ

京都ハンナリーズ

滋賀レイクス

最新の順位表はB.LEAGUEの
WEBサイトをご覧ください

プロフィールの詳細は
京都ハンナリーズの
WEBサイトをご覧ください

KANTA MIZUNO
PG / 184cm,83kg

水野 幹太

#3#3

JARROD UTHOFF
PF / 206cm,100kg

ジェロード・ユトフ

#1#1

MATTHEW WRIGHT
PG / 193cm,86kg

マシュー・ライト

#7#7

TJ LALL
SF,PF / 198cm,93kg

ティージェー・ロール

#8#8

SEIYA KONISHI
PG,SG / 184cm,79kg

小西 聖也

#5#5
ポジション／身長／体重

TOMOMASA OZAWA
SG / 188cm,85kg

小澤 智将

#9#9

RYUJI AOKI
PG,SG / 180cm,80kg

青木 龍史

#13#13

JOTARO MITSUDA
SG,SF / 188cm,83kg

満田 丈太郎

#21#21

YOSHIAKI KUBOTA
PG / 175cm,75kg

久保田 義章

#11#11

MARCUS KAISHU TOBIN
SF / 198cm,93kg

トビン マーカス海舟

#22#22

NOVAR GADSON
SF / 201cm,100kg

ノヴァー・ガドソン

#23#23

CHEICK DIALLO
PF,C / 206cm,104kg

シェック・ディアロ

#31#31

RANA ROY
ロイ・ラナ

HCHC

京都とは昨季は対戦がなく2シーズンぶりの対戦と
なるが、それ以前の3シーズンでは6試合中4試合
をホーム川崎市とどろきアリーナで対戦していなが
ら1勝5敗と大きく負け越しており、川崎にとっては
まさに"難敵"と言える相手である。今シーズンは年
内最後の2日間での対戦。勝利で2022年を締めく
くり良い年を迎えたいところだが、それは京都とて
同じ。サンダースファミリー全員のエナジーで、挑戦
者として京都にフルスロットルで挑む。

今季から京都の指揮をとるロイ・ラナヘッドコーチ
は、ドイツ代表として東京オリンピックでベスト8に
進出するなど、世界のトップレベルでの実績・経験
を持つ指導者である。育成力で高い評価を得てお
り、実際京都は若い選手を多く獲得し、25歳の
PG#11久保田はプレータイムを大きく伸ばし今季
アシストランキング5位に位置付けている。以前川
崎でプレーしたこともある#3水野・#9小澤らも所
属しており、彼らとの対戦もサンダースファミリーに
とっては楽しみなポイントとなるだろう。

今季三河から移籍加入した京都#1ユトフは、各ス
タッツを大きく向上させた。特に得点ランキング3
位、ブロックショットでは1位と攻守で京都の要と
なっている。彼のコート上での存在感をどれだけ消
すことができるかが、勝敗の大きなポイントとなるだ
ろう。攻守にチームにエナジーを吹き込む川崎#35
ヒースの躍動に期待したい。

ZACK MORE
SF / 198cm,95kg

ザック・モーア

#34#34

※3月のホームゲームが対象となります
※選手のご指定はできません

TAKAHIRO KOMURO
SF / 190cm,82kg

小室 昂大

#56#56
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選手は2試合限定で、sumikaとコラボレーション
したスペシャルユニフォームを着用します。
ご来場の皆さまも、入場口でお渡しする（*）スペ
シャルユニフォーム（レプリカ）を着用いただき、
会場と一体となってお楽しみください。

sumikaのボーカル・片岡健太さんの好物であるカ
レーを、観戦しながら食べやすいメニューに仕上げま
した。ゴロゴロ挽肉と3種のスパイスを使用したカ
レーとチーズを併せ包み揚げしたピリ辛のピザです。
ゴロゴロ挽肉と豊かなスパイスの香りととろけるチー
ズをお楽しみ下さい。

現在おこなわれているsumikaのツアー「Ten 
to Ten」のロゴからインスピレーションを受け、
夜空を巡る星々を纏ったデザインを採用。川崎の
街の皆さんと、sumika、そして川崎ブレイブサン
ダースが、いつまでも変わらず輝き続けられれば
という願いを込めました。

sumika デザイン監修 特別ユニフォーム

川崎ブレイブサンダース公式LINEアカウントを
友だち登録し、性別等の簡単なアンケートに回答する。
ID：@brave-thunders

12/30、31の2日間は
「KAWASAKI ENERGY DAYS 2022-23」。
ホームタウン・川崎を盛り上げたいという
想いを込めて開催するイベントです。
今年は、デビュー10周年イヤーにあたる川崎市出身の
4人組バンド「sumika」とのコラボレーションが実現しました

当日、ハーフタイムに試合会場で出題されるクイズに
回答する。トーク画面から回答を送信していただきます。

抽選結果はお客様の
お手元でご確認いただけます。

with sum
ikacollabor

ate

スペシャルユニフォームのデザイン

（*）「スペシャルユニフォーム（レプリカ）付きチケット」をお持ちの方のみ

選手着用スペシャルユニフォーム

スペシャ
ル

ユニフォ
ーム

（レプリ
カ） 

選手が着用するユニフォームは、
川崎大師にて、事前に疫病退散
と健康および必勝祈願のご祈祷
（御加持）を実施しました。
後日オークションに出品し、売上
から手数料等を除いた全額は、

川崎市への寄附および、持続可
能な開発目標（SDGs）に取り組
むプロジェクト「＆ONE」に活用
させていただきます。詳細はクラ
ブWEBサイトを確認ください。

sumika プロデュースフード

sumikaサイングッズプレゼント

パンツェロッティ
”スパイスチーズカレー“

ハーフタイムクイズ

■価格 800円　
■販売場所 サンダーススクエア内 ALCキッチンカー

ハーフタイムにsumikaさんが出題するクイズに正解した方から抽選で、
メンバーのサインを入れたsumikaグッズをプレゼントします。

各日5名ずつ当 選 人 数抽選参加方法

当日ハーフタイム終了まで抽選受付期間

当 落 発 表

友だち登録はこちらから

STEP
1

STEP
2

6 7
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PERFORMER パフォーマー

セク山

ARENA

DJ
ARENA

DJ

SEQYAMATETSU TAKAMORI
高森 てつ

ARENA

MC
ARENA

MC

ROAR

MIYU MURASHIMA
村島 未悠

ASSISTANT

MC
ASSISTANT

MC

CHEER

LEADERSCHEER

LEADERS
MASCOT
MASCOT

ロウル
川崎ブレイブサンダースを勝利へ導く“虹”の女神たち。オープ
ニングショーやタイムアウト時などに登場し、パフォーマンスと
応援で会場を盛り上げます。

お空から川崎に落ちてきてしまった雷獣の子ども。
名前の由来は、「カミナリがゴロゴロ鳴る」という意味を持つ
英単語から命名。

SCHADARAPARR
スチャダラパー

MUSIC
PRODUCTIONMUSIC
PRODUCTION

KAWASAKI ENERGY DAYS 2022-23 協賛企業

株式会社

東横ビル建材

TBK

8 9
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EVENT & ONE プロジェクトイベント情報

「川崎ブレイブサンダースの観戦は初めて」
というあなたのためのお役立ちガイドです

はじめてのバスケ観戦ガイド
試合前や試合中はイベント盛りだくさん !
グルメやグッズの販売などもございます。

ホームゲーム開催情報ページ

試合中イベント

サンダース
バズーカショット

フリースローラインからシュートを打っ
て、１本でもシュートが入ればチャレ
ンジ成功。ご来場のお客様にはスペシ
ャルな成功特典がございます。お楽し
みに！

ダンスダンスサンダースのテーマソングに合わせてレッツダン
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、豪華賞品をプレゼントい
たします。ダンスのふりを覚えて一緒に盛り上がろう！

場内カメラとビジョンを使って観客席を映し、撮影いたします。
撮影した画像はオリジナルフレーム付きの写真にしてプレゼン
ト！選手直筆サイン入りミニボールとセットにしてお渡しします。
カメラに向かって笑顔でアピールしよう♪

応援グッズを大きく振ってアピールし
てください。元気にアピールしてくれ
た方に向けて、IRISが特製ミニボー
ルとタオルを投げ込みます！

第2Qオフィシャルタイムアウト

ホームゲーム会場での「&ONE」の取り組みについて（一部）

第2Qオフィシャルタイムアウト1-2Q間

ハーフタイム ハーフタイム

Guess Who？

選手が出題するクイズに、川崎ブレイ
ブサンダース公式LINEアカウントで
回答していただくイベント。正解者の
中から抽選で賞品をプレゼント！

超プレッシャー
チャレンジ

ダンスダンスサンダース
Presented by ラ チッタデッラ

KAWASAKI スマイルフォト

～ KAWASAKI LIGHT UP STAGE ～ カワサキライトアップステージ

川崎ブレイブサンダースが2020-21シーズンから推進するSDGsプロジェクト『＆ONE』（アンドワン）の一環として
試合前などのショータイムに一芸に秀でた川崎にゆかりある方々のパフォーマンス機会を提供し、川崎をより住んで
幸せな街にすることに寄与することを目的に実施している取り組みです。

※実施イベントは日替わりになります

KAWASAKI LIGHT UP STAGE 
Supported by 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス

12/31
のみ

2022-23 SEASON「KAWASAKI LIGHT UP STAGE」の第三弾として、スポーツを通じて川崎を盛り上げる活動を行っている
車いすバスケットボールクラブ『川崎WSC』と、全国屈指の強豪クラブに所属する選手や日本代表経験のある選手などで構成し
たスペシャルチーム『川崎フレンズ』によるエキシビションゲームを実施いたします。
ここでしか見ることの出来ないスペシャルメンバーと、車いすバスケならではのスピード感と迫力ある試合をお楽しみください。

『川崎WSC』
vs『川崎フレンズ』
エキシビションゲーム

■時間 13：30開始（予定）　■場所 アリーナ コート上

川崎ブレイブサンダースは、2020年より
持続可能な開発目標（SDGs）に取り組む
プロジェクト「＆ONE」（アンドワン）を推進
しています。
バスケットボールを通じて、すべての人に
「健康」、「働きがい」の機会を提供し、ホー
ムである川崎をより「住んで幸せな街」にす
ることに力を入れて取り組んでいます。

チームのアシスト数に応じて算出される
金額を市内のバスケ振興へ

川崎にゆかりある方々にパフォーマンスや
発表の機会を提供

ホームゲーム会場へのご来場人数×1円を
川崎市内のこども食堂へ寄付する取り組み

川崎市とどろきアリーナの
最寄り駅からのウォーキングラリー

食品ロスを減らし、必要としている方々の
支援に繋げる取り組み

アシックスジャパン株式会社製、
リサイクル素材のユニフォーム導入

&ONE｠ASSIST KAWASAKI LIGHT UP STAGE 来場者数×1円をこども食堂へ

＆ONE WALKING フードドライブ Supported by ヨネヤマ リサイクル素材のユニフォーム

https://kawasaki-bravethunders.com/lp/and-one/
＆ONEプロジェクトの詳細は川崎ブレイブサンダースのWebサイトをご覧ください
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INFORMATION クラブからのお知らせ

044-344-6886

ごみのプロにお任せください。

川崎市 一時多量ごみ制度許可業者 / 一般廃棄物収集運搬業 第 0029 号

お問い合わせは電話またはLINEにてお待ちしております。

川崎市では令和2年より
一時多量ごみ制度が
始まりました!

引っ越し・遺品整理等で
粗大ごみを

一度に大量に捨てたい方、
日本ダストへお気軽に
ご相談ください!

日本ダスト㈱
廃棄物に新しい命を

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

ご入会方法

試合後に選手から直接サインをもらうことができ
ます！参加お申し込み方法はクラブ公式WEBを
ご確認ください。

試合後サイン会 対面実施再開！
ファンクラブ会員限定 

ラスト1秒まで熱狂できる新しい応援の形
活躍予想で楽しむオンラインカードゲーム

PICKFIVE に登録することで
川崎ブレイブサンダース所属選手の NFTカードを

無料で獲得することができます。

試合で活躍しそうな選手を予想して
デッキを編成しましょう。

  デッキが編成できたら試合開始までお待ちください。

予想した選手の活躍度によってスコアが獲得できます。 
スコアはリアルタイムに更新されるので

試合を観戦しながらゲームに参加してみてください。

獲得したスコアを他ユーザーと競い合いましょう。
 スコアのランキングによってポイントが獲得できます。 
貯めたポイントは後々交換所で景品と交換する事が

できますので奮ってご参加ください。

参加はこちらから!
              ▶▶▶▶▶

ガチNEW

チャンネル登録よろしくお願いします！

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
は

こ
ち
ら
か
ら
！

【スラムダンク大好き選手】
明日公開の映画予想とスラムダンク愛を語りまくります

昔やった遊びをプロバスケ選手が 本気でやっ
てみたら腹筋崩壊したwwww

サンダースクラブハウス 検索

選手たちの日常

試合以外の日常を動画や写真で
お届けします!

選手とのWEBミーティング

配信回によって様々な企画を実施!
選手がコメントに応えてくれるかも!?
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INFORMATION クラブからのお知らせ

持込禁止

禁止行為

注意事項

ラ チッタデッラに

10月開校
2022年
サンダースコート校

川崎市を中心に神奈川県内各校で

新規入会・体験受付中！

「THUNDERS KIDS」は、
川崎ブレイブサンダースが運営する
バスケットボールスクールです。
“楽しく学ぶ”をコンセプトに、バスケットボールの
競技力向上はもちろん、課題に対して自ら考えて
実践する、仲間とともに目標を達成する、
といった社会で活躍できる人材となるための
素養を磨いていきます。

各校舎での開講クラスや
曜日・時間の一覧は
川崎ブレイブサンダースの
WEBサイトから
ご覧いただけます

ホームゲ
ーム招待

もプロ選
手との交

流

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。
B.LEAGUEとBクラブは、B.LEAGUE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、手荷物検査その他必要な措置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。
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。
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B.LEAGUE又はBクラブに生じた損害（違反行為を理由として
Bクラブに科された制裁に起因してB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。
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その他コート内外の動向に十分ご注意ください。
試合に際し、B.LEAGUEとBクラブまたはそれらが指定した者（パートナーや各種報道・メディア関係者等）がアリーナ内外において動画や静止画の撮影を行っており、試合中継、アリーナ内モニターへの投
影、B.LEAGUEとBクラブの公式メディアでの公開、ニュース番組や関連メディアでの報道、映像作品や販売物の製作・販売などの用途で使用いたします。それら動画や静止画に、ご来場のお客さまの肖像や
所有物等が映り込む場合がございますので、予めご了承ください。また、B.LEAGUEは、お客さまが本ルールおよび「B.LEAGUE公式試合における写真・動画の撮影およびSNS・インターネット上での使用ガ
イドライン」に定める範囲で、アリーナ内外での写真および動画の撮影を認めていますが、その範囲で、ご来場のお客さまの肖像や所有物等が映り込む場合がございますので、予めご了承ください。

（1）
（2）

（3）

（4）

（5）
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