
コーポレートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディアパートナー

マーケティングパートナー

株式会社池田事務器 ブリッド株式会社 ZARAME 東陽精機株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社杉浦製作所
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 株式会社三五 東京海上日動火災保険株式会社 ユーズランド東浦店 株式会社セカイズ 株式会社服部通商
株式会社ヴィッツ 有限会社まる菊工務店 白月工業株式会社 赤門ウイレックス株式会社 高砂熱学工業株式会社 株式会社イシダナゴヤ
株式会社あミューズ 株式会社新東通信 株式会社ラックス アルゴ株式会社 株式会社黒田精機製作所 日進工業株式会社
丸藤精工株式会社 泰東工業株式会社 名興発條株式会社 株式会社ヒサダ 株式会社クラタ 株式会社鰐部製作所
加藤精工株式会社 エイベックス株式会社 株式会社ギフ加藤製作所 ミズショー株式会社 株式会社中部理化 稲垣工業株式会社
株式会社コデラダイナックス 新光ゴム工業株式会社 山崎工業株式会社 竹田印刷株式会社 ほっともっと Pharmacy Coffee Lab
アサヒ飲料株式会社 日本生命保険相互会社 中京すぽるとケア 日進精機株式会社 株式会社岡崎設計 DM本舗（株式会社リライ郵社）
株式会社NE-IRO 株式会社Weizhi Reforne ちりゅう歯科 株式会社オーエヌトランス 日本業務代行株式会社
ユタカコピー株式会社 株式会社上々 株式会社まるか不動産 株式会社不二ビルサービス B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 市川商事株式会社
鈴木鉄工株式会社 株式会社浜名製作所 中部産業株式会社 株式会社原田工業 興和精密工業株式会社 株式会社山田メッキ工業所
Sun Plus Café 株式会社ベル 中国料理　北京本店 ラ　フォンテ TAKOYA　まんぷく CAKE SHOP GOOD
名物カレーうどん専門サンビーノ 株式会社クラチスタヂオ 株式会社近藤電工社 ミラーボール 株式会社大磯屋製麺所 あつたの杜 整形外科スポーツクリニック
暴れん坊チキン 合同会社リアン よだ整形外科 エリアワン株式会社 株式会社エキスプレス 株式会社 丸繁製菓

株式会社アイシン
アイシン機工株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社

アイシン高丘株式会社
アイシン辰栄株式会社

アイシン化工株式会社
豊生ブレーキ工業株式会社
アート金属工業株式会社

株式会社アドヴィックス
シロキ工業株式会社

アイシン開発株式会社
アイシン軽金属株式会社

32
2022.3.12-13
vs SHIGA LAKESTARS

GAME DAY PROGRAM
VOL.13 応援ガイドはこちら、

シーホースに青援を送ろう!
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今季の滋賀レイクスターズはロスターを大幅に入れ替え、2019年W杯を制した
スペイン代表のACを務めるギル氏をHCに迎えて変革を進めている。ギルHCは
「スパニッシュパッション」をコンセプトに掲げ、アグレッシブな守備からの速い
バスケを志向。そのエネルギッシュなスタイルは平均84.5得点（リーグ6位）7.7
スティール（5位）の数字が物語っている。B1で平均年齢が最も若く、現在は10勝
21敗で西地区9位と苦しんでいるが、平均20.1得点（リーグ5位相当）9.3リバウンド
（7位相当）でインサイドを支える#1ソコと12.9得点5.9アシスト1.5スティールで
オフェンスに勢いを与える#15ラベナの国際経験豊富な二人が盛り立てている。
特に#15ラベナは、#1ソコがイギリス代表活動で不在だった直近5試合の平均が
18.4得点8.2アシストと絶好調だ。
#19西田と#32シェーファーの日本代表コンビが#1ソコと#15ラベナを上回る活躍
で勝利に導いてくれることを期待したい。（3/6現在）

AWAY TEAM HIGHLIGHT

2020-21 リーグ戦対戦成績

3-1
現在の順位はこちらをチェック！

勝率 0.750　得点 343　失点 298　得失点差 ＋45

ⒸB.LEAGUE

澁田 怜音
1998.8/22
H175cm／W65kg
出身地　岩手県
出身校　駒澤大学

小澤 智将
1994.7/18
H188cm／W85kg
出身地　福岡県
出身校　東海大学九州

9
SG

今川 友哲
1996.5/28
H195cm／W100kg
出身地　大阪府
出身校　明治大学

11
SF/PF

柏倉 哲平
1995.1/20
H180cm／W82kg
出身地　山形県
出身校　青山学院大学

14
PG

キーファー・ラベナ
1993.10/27
H183cm／W82kg
出身地　フィリピン
出身校　アテネオ・デ・マニラ大学

15
PG/SG

野本 大智
1998.6/25
H183cm／W80kg
出身地　群馬県
出身校　筑波大学

1616
PGPG

星野 京介
1999.6/1
H183cm／W81kg
出身地　三重県
出身校　大東文化大学在学中

17
SG

林 翔太郎
1995.9/13
H194cm／W89kg
出身地　北海道
出身校　東海大学九州

33
SF

オヴィ・ソコ
1991.2/7
H201cm／W100kg
出身地　イギリス
出身校　デュケイン大学

1
PF

ショーン・オマラ
1995.9/5
H208cm／W116kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　ゼイビア大学

54
C

森山 修斗
1996.4/13
H192cm／W93kg
出身地　滋賀県
出身校　明治大学

77
SF

川真田 紘也
1998.6/16
H202cm／W102kg
出身地　徳島県
出身校　天理大学

99
C

トビン マーカス海舟
2001.3/7
H198cm／W93kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　マクック・コミュニティ大学在学中

22
SF

ノヴァー・ガドソン
1989.12/17
H201cm／W100kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　ライダー大学

23
SF

ルイス・ギル
ヘッドコーチ

3
PG
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鈴木 貴美一
ヘッドコーチ

大久保 愛樹

アシスタント
コーチ

中堀 純希

アシスタントコーチ/
スキルコーチ

仲野 学

ヘッドメディカル
トレーナー

西脇 崇量

ヘッドアスレティック
トレーナー/ストレングス

大島 頼昌

通訳/
サポートスタッフ

大西 蔵人

ビデオコーディ
ネーター

河内 隆慶

アスレティック
トレーナー

柏木 真介
1981.12/22
H183cm／W83kg
出身地　北海道
出身校　中央大学

3
PG

シェーファー アヴィ幸樹
1998.1/28
H206cm／W106kg
出身地　兵庫県
出身校　ジョージア工科大学

32
PF/C

細谷 将司
1989.10/2
H173cm／W72kg
出身地　神奈川県
出身校　関東学院大学

4
PG

ダバンテ・ガードナー
1991.9/2
H203cm／W132kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　マーケット大学

54 HC
PF

長野 誠史
1995.7/7
H175cm／W75kg
出身地　石川県
出身校　東海大九州

7
PG

ジェロード・ユトフ
1993.5/19
H206cm／W100kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　アイオワ大学

14
PF

山本 浩太
1998.2/13
H204cm／W106kg
出身地　和歌山県
出身校　東海大学

10
C

NO IMAGE

ジョナサン・オクテウス
1991.10/23
H193cm／W80kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　パデュー大学

0
PG

アンソニー・ローレンス Ⅱ
1996.9/6
H201cm／W100kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　マイアミ大学

9
SF

カイル・コリンズワース
1991.10/3
H198cm／W95kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　ブリガムヤング大学

5
PG

根來 新之助
1987.8/19
H195cm／W95kg
出身地　大阪府
出身校　天理大学

15
SF

西田 優大
1999.3/13
H190cm／W90kg
出身地　徳島県
出身校　東海大学

19
SG

角野 亮伍
1996.6/14
H192cm／W90kg
出身地　神奈川県
出身校　サザンニューハンプシャー大学

18
SG

橋本 晃佑
1993.5/6
H203cm／W105kg
出身地　栃木県
出身校　東海大学

21
SF

坊野 憲吾

マネージャー/
広報

B.LEAGUE 2021-22  SEASON
SEAHORSES MIKAWA

B.LEAGUE 2021-22  SEASON
SHIGA LAKESTARS





新規会員募集中！

シーホース三河
ブースタークラブ2021-22

webからはいつでも
申し込みができます。

インターネットで購入！
Bリーグチケット

https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SM

チケット購入方法 公式ファンクラブ

15:05TIP OFF12:00OPEN

会場：ウイングアリーナ刈谷

3.19［SAT］.20［SUN］

次節のホームゲームは、サンロッカーズ渋谷との一戦！
堅守な渋谷のディフェンスを崩し、勝利を！！
昨シーズン在籍していた＃8高橋耕陽選手もウィングアリーナ刈谷に帰ってきます。
当日は全力三河でご青援を！！
当日の節テーマは「マスコット祭」です。
ぜひマスコット達のわちゃわちゃに癒されにきてください。

NEXT
HOME
GAME
THEME

NEXT HOME GAME

VS サンロッカーズ渋谷

※1/8-9の原稿になります。

カメラが起動した状態で
上記の画像にかざす

https://youtube.com/c/SeahorsesMikawa@go_seahorses @go_seahorses @goseahorses

シーホース三河をフォローしよう！FOLLOW ME!

@seahorses_mikawa

シーホース三河に関するニュースやお得な
情報、そして編集部おすすめ情報が不定期
で届くメルマガサービスです！（登録無料）
さらに、ご登録者さまの中から毎月抽選
でペア招待券をプレゼント！

タツノオトシGO通信

https://youtube.com/c/SeahorsesMikawa@go_seahorses @go_seahorses @goseahorses

シーホース三河をフォローしよう！FOLLOW ME!

バスケットボールを楽しもう！もっと！

@seahorses_mikawa

スマホから、青援を送ろう!
ホームゲームにリモート参戦！
※ボタンをタップすると会場のスピーカーから音声が流れます。

スタジアムに足を運べない多くのスポーツフ
ァンがアプリを通じて試合観戦中に他のファ
ンとコミュニケーションを取りながら応援を楽
しめるスマートフォンアプリです。対象試合で
は画面上のボタンをタップして拍手などの応
援を会場のスピーカーに届けることができます。

リモート応援システム

※アプリ内で試合映像をご覧いただくことはできません。
※他端末でバスケットLIVE等で試合をお楽しみいただきながら
　アプリをご利用ください。

アプリの
ダウンロードは
こちら!「Remote Cheerer 　　　　          」powered by

Sound UD

ブラウザから参加はこちら!

3/12 滋賀戦 3/13 滋賀戦

シーホース三河を知ろう！もっと！

「B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2022 代替大会」
U18選抜チーム･木戸龍斗 選手が出場!!

2022年度入団生対象 トライアウト 申込受付中!!

詳細はこちらより
ご確認ください。

詳細はこちらより
ご確認ください。

木戸龍斗 選手 －戦績－

2022年2月11日（金･祝）～13日（日）国立代々木競技場 第二体育館にて開催された「B.LEAGUE U18 
INTERNATIONAL CUP 2022 代替大会」にU18選抜チームの一員としてシーホース三河U18･木戸龍斗選
手が出場いたしました！
4試合ともにベンチスタートでしたが、ディフェンスでハードにプレーをしチームに貢献。
シーホース三河U18では攻撃が持ち味の選手ですが、今大会では本来とは違うポジションを任され、周りを
活かしチームの勝利のために与えられた役割を遂行しました。U18選抜チームの大会4位に貢献しました。

2022-23 SEASON

トライアウト
開催日時

3/25（金）9:00～13:00　3/30（水）11:00～15:00
4/3（日）13:00～17:00　4/17（日）13:00～17:00

会 場 地域交流施設たかぴあ（サブアリーナ）
〒444-1325　高浜市青木町六丁目1番地15地内

応募資格 1.2022年度、高校1年生～高校3年生の男子選手
2.活動費（月謝・遠征費・ウェア費等）をご負担できる方

vs.レバンガ北海道U18 77-87● 19:21出場　8得点1アシスト
vs.サンロッカーズ渋谷U18 82-79○ 15:22出場　1得点0アシスト
vs.横浜ビー・コルセアーズU18 63-91● 12:47出場　2得点1アシスト
vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18（3位決定戦）
 85-86●　13:34出場　5得点3アシスト

小林 拓一郎氏

シーホース三河
ホームコートMC

K O B ATA K U

2022年にかける思い
皆さま、あけましておめでとうございます! 2020年から2021年、2年に渡り、それまでの日常がガラリと変わり、当たり前が当たり前ではなくなりました。

リーグ中断も経験し、大好きなバスケットの試合を奪われたりもしました。しかし、今もまだコロナ禍ではありますが、それでもこうして大好きなバスケット、

シーホース三河の試合が無事、開催されていることに改めて感謝の気持ちでいっぱいです。いつまでも暗い時期は続かない。必ず光は差し込みます。

チームだってそうです。昨年末、苦しい連敗が続きましたが、この苦しい時こそ、学びのチャンスです。特に若い選手の加入が増えた今シーズンのチーム

にとっては、一番の教材。“勝利”という目標を達成するためには、個人の頑張りだけでは届かない。やはりチームで話し合い、チームで解決するしかあり

ません。僕らがこの2年で学んだこともそう。個人ではなく、地域のコミュニティーの力で乗り切らなければならないことがたくさんあります。だからこその、

「全力三河」というシーズンテーマ。今年もまた、皆さんのフルパワーとオールパワー、“全力”をコートに届けてください。そして、一緒にたくさん“全力”

で笑いあいましょう! 2022年、最初のホームゲーム、まずは思いっきり楽しみましょう!



コーポレートパートナー

オフィシャルサプライヤー

サポートカンパニー

マーケティングパートナーメディアパートナー

有限会社三挙発条製作所　　　株式会社魚国総本社　　　有限会社光芸社　　　株式会社勤労食　　　　栄幸建設株式会社　　　焼肉オモニ　　　リソルライフサポート株式会社　　　サンダンス　　　じゃんごクラブ（刈谷一ツ木店）　　　鈴木琢夫建築設計

2021-22シーズン  シーホース三河をご支援いただいているコ ーポレートパートナーの皆様です。いつもありがとうございます。

イオンモール東浦内　アミューズメント

日進工業

クルマに嬉しいパーツで未来を創っています

株式
会社

フェイシャルエステ

いつまでも色褪せない輝きを…

株式会社アイシン アイシン高丘株式会社 アイシン化工株式会社 株式会社アドヴィックス
アイシン開発株式会社 アイシン機工株式会社 アイシン辰栄株式会社 豊生ブレーキ工業株式会社
シロキ工業株式会社 アイシン軽金属株式会社 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 アート金属工業株式会社

https://www.k-bell.co.jp/
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