
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 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
株式会社イシダナゴヤ ユーズランド東浦店 株式会社セカイズ 株式会社ラックス 高砂熱学工業株式会社 赤門ウイレックス株式会社 株式会社ヴィッツ
有限会社まる菊工務店 株式会社funbox よだ整形外科 株式会社新東通信 コクヨ東海販売株式会社 株式会社大嶽安城 三和商工株式会社
サントリーコーポレートビジネス株式会社 能美防災株式会社 ZARAME 大成工務株式会社 加藤精工株式会社 アサヒ飲料株式会社 アルゴ株式会社
株式会社黒田精機製作所 泰東工業株式会社 株式会社ヒサダ 日進工業株式会社 株式会社ギフ加藤製作所 ミズショー株式会社 株式会社鰐部製作所
エイベックス株式会社 株式会社クラタ 名興発條株式会社 稲垣工業株式会社 竹田印刷株式会社 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 株式会社山田メッキ工業所 日進精機株式会社 株式会社岡崎設計 株式会社服部通商 Pharmacy Coffee Lab 日本生命保険相互会社
ちりゅう歯科 株式会社ナダヤ 株式会社鈴木室内装飾 俵や 株式会社トウチュウ 名鉄イン株式会社 JA三井リース株式会社
名古屋電気株式会社 有限会社有松塗工店 株式会社Field Alliance 岡通運輸株式会社 中京すぽるとケア じゃんごクラブ（刈谷一ツ木店） 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 DM本舗 栄幸建設株式会社 株式会社ベル 株式会社NE-IRO Reforne 栄熱処理工業株式会社
株式会社おおたに商事 株式会社オーエヌトランス 株式会社神屋不動産 杉江製陶株式会社 Garage Y’s 株式会社勤労食 リソルライフサポート株式会社
株式会社中部理化 株式会社まるか不動産 丸藤精工株式会社 株式会社浜名製作所 株式会社不二ビルサービス ユタカコピー株式会社 鈴木鉄工株式会社
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 Sun Plus Café 中国料理　北京本店 ラ　フォンテ Shooting House JAM 三河
株式会社上々 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 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 WARRIOR’S  REST. 鈴木琢夫建築設計 株式会社魚国総本社
株式会社ダイワ不動産 株式会社JTB三河支店 フジイチ輸送有限会社 株式会社青柳総本家 カクダイ製菓株式会社 株式会社おやつカンパニー

株式会社アイシン
アイシン開発株式会社
シロキ工業株式会社

アイシン高丘株式会社
アイシン機工株式会社
アイシン軽金属株式会社

アイシン化工株式会社
アイシン辰栄株式会社
株式会社アイシン福井

株式会社アドヴィックス
豊生ブレーキ工業株式会社
アート金属工業株式会社

9ANTHONY
LAWRENCE Ⅱ

2022.12.28
vs SHIMANE SUSANOO MAGIC

GAME DAY PROGRAM
VOL.8 応援ガイドはこちら、

シーホースに青援を送ろう!

シーホース三河のホームゲーム会場をより良くするためにご意見を頂戴します!!
満足度調査アンケートへお答えいただいた方には、選手の画像をプレゼント!!



※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※オープニングセレモニーの約7分間、アリーナ内に入場できなくなります。

SCHEDULE

17:00

17:05

17:57

18:25

18:32

18:42

18:46

19:05

第2QOT

ハーフタイム

第4QOT

21:05

試合終了後

一般開場

エキシビションゲーム “シーホース三河U15 vs F･M･JU15”

Super Girls メンバー紹介

ATグループ Presents フリースローチャレンジ 当選者発表

オープニングセレモニー

選手オンコートアップ

餅まき・菓子まき大会 当選案内

TIP OFF（試合開始）

プレゼントタイム 提供：伊藤忠製糖

SuperGirls パフォーマンス
タツヲンtheステージ

熱いブースターをホット犬!ホットスタッフ Presents ユニフォームタイム

試合終了予定

ATグループ Presents ヒーローインタビュー（勝利時）
勝ち企画! シーホース三河 ヒーロー選手予想 当選者発表（勝利時）
サンクス・ウォーク（選手がコートを一周します）

12.28［WED］

SuperGirls パフォーマンス タツヲンtheステージ

キッズコート開放 サンクス・ウォーク

株式会社おやつカンパニー 
株式会社正栄デリシィ
カクダイ製菓株式会社

ご協賛

MAP

※天候・その他の理由により変更となる場合があります。

スーパーシート

2F指
定
席

飲食ブース、キッチンカー

入場口入場口

喫煙スペース

サブアリーナ

シーホース三河ベンチ

2Fへ2Fへ アリーナ
出入口

スーパーシート

2F指
定
席

入場待機列

スーパーシート

クローク受付
Be With

タツヲ鬼瓦

グッズショップ

グッズショップ

インフォメーション

グッズショップ

ブースタークラブ

スキル
チャレンジ

バスケット
LIVE

キッチンカー

飲食販売
キッチンカー SEAHORSES

BACKERS
KITCHEN

SEAHORSES BACKERS
KITCHEN ドリンクブース

当日券売場

#3安藤、#4ケイなど積極補強をした昨季の島根スサノオマジックは、クラブ史上初のCSでセミファイナル
進出を果たす大躍進を遂げた。今季は金丸がチームを去ったが、#26津山ら実力者を補強。大黒柱の#8
トラビスを負傷で欠く中でも、15勝6敗で西地区4位につけている。要警戒が必要なのは#2ビュフォードだ。
持ち前の高い身体能力を活かしたダイナミックなプレーに加え、今季は周りとの連携やシュート確率が一段
と向上。12月18日の名古屋D戦では17得点13リバウンド12アシストで今季3度目のトリプルダブルを達成
している。平均でもリーグ3位の20.2得点を筆頭に、9.7リバウンド（9位）6.9アシスト（3位）1.7スティール
（6位）0.9ブロック（10位）と5部門でトップ10入り。3Pシュート確率もチームトップの41.8%と目覚ましい
活躍を見せる。勝利のためには、攻撃の起点であり、得点源でもある#2ビュフォードに気持ちよくプレーさせ
ない激しいディフェンスが不可欠になる。島根戦は2022年最後のホームゲーム。アリーナ一丸となって
昨季一度も勝てなかった相手から白星をもぎ取り、明るい気持ちで新年を迎えたい。（12/18現在）

AWAY TEAM HIGHLIGHT

2021-22 リーグ戦対戦成績

0-4
現在の順位は

こちらをチェック！

勝率 0.000　得点 322　失点 363　得失点差 －41

鈴木 泰輔

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

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

鈴木 俊也

アシスタント
トレーナー

坊野 憲吾

マネージャー/
広報

仲野 学

ヘッドメディカル
トレーナー

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

中村 太地

鈴木 貴美一

1997.6/29
H190cm／W87kg
出身地　山口県
出身校　法政大学

ヘッドコーチ

1

HC

PG

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

3PG/SG

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

4PG

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

7PG

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

9SF

ブランドン・
ジャワト
1993.6/3
H194cm／W89kg
出身地　インドネシア
出身校　ハワイ大学

13SF

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

18SG

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

19SG

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

21SF

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

32PF/C

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

54PF

セドリック・
シモンズ
1986.1/3
H206cm／W107kg
出身地　アメリカ合衆国
出身校　ノースカロライナ
 州立大学

22 C

B.LEAGUE 2022-23  SEASON
SEAHORSES MIKAWA ROSTER

ⒸB.LEAGUE

B.LEAGUE 2022-23  SEASON
SHIMANE SUSANOO MAGIC ROSTER
1
SG

2
SF

3
PG

4
PF/C

6
PG

8
PF

13
SG

15
SG/SF

26
PG/SG

28
C

34
C

55
PF/C

HC

ペリン・ビュフォード
1994.1/25
H198cm／W100kg
出身地  アメリカ合衆国
出身校  ミドルテネシー州立大学

後藤 翔平
1992.8/5
H180cm／W85kg
出身地  北海道
出身校  大阪学院大学

安藤 誓哉
1992.7/15
H181cm／W81kg
出身地  東京都
出身校  明治大学

ニック・ケイ
1992.8/3
H206cm／W106kg
出身地  オーストラリア
出身校  Metro State

北川 弘
1991.10/16
H183cm／W75kg
出身地  滋賀県
出身校  日本体育大学

リード・トラビス
1995.11/25
H203cm／W111kg
出身地  アメリカ合衆国
出身校  ケンタッキー大学

阿部 諒
1995.5/4
H184cm／W82kg
出身地  千葉県
出身校  拓殖大学

白濱 僚祐
1991.8/29
H189cm／W92kg
出身地  佐賀県
出身校  白鴎大学

津山 尚大
1996.4/16
H180cm／W85kg
出身地  沖縄県
出身校  福岡大学附属大濠高校

ウィリアムス ニカ
1987.7/9
H203cm／W111kg
出身地  セントビンセント
およびグレナディーン諸島
出身校  パシフィック大学

アンドリュー・ファーガソン
1998.9/17
H213cm／W115kg
出身地  オーストラリア
出身校  カリフォルニア州立
大学モントレーベイ校

谷口 大智
1990.4/15
H201cm／W105kg
出身地  奈良県
出身校  サウスイースタン・
オクラホマ州立大学

ポール・ヘナレ
ヘッドコーチ





フリースローチャレンジ 勝ち企画! ヒーロー選手予想

Presents

インターネットで購入!
Bリーグチケット

試合情報の詳細や、
観戦マナー応援方法は公式サイトでチェック!

FOLLOW ME!
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!
@seahorses_mikawa

毎月抽選でチケットが当たる!

もっと! バスケやチームに詳しくなろう!

もっと! 今日のゲームを楽しもう!

タツノオトシGO通信

第1Q終了後、毎試合2名がチャレンジ!

受付時間：開場～試合開始1時間前まで
試合開始40分前にアリーナ内大型ビジョンで当選発表

受付時間：試合開始3時間前～TIP OFFまで
正解者の中から抽選でプレゼント!!

応募は
コチラから ▼

応募は
コチラから ▼

詳しい
バスケットボールの
ルールはこちら▼

ヒーローインタビューに選ばれる選手は誰か!?

OFFICIAL WEBSITE

チケット購入方法

登録しよう!

攻撃側が、相手のペイントエリアに続けて
3秒以上とどまると反則になるルール。 
ただし、一度エリアから外に出る、
攻撃側がドリブルやシュートの動作中ならば、セーフ。
それが3秒ルール。
勝負どころのペイントエリアはシビアなのである・・・

今回のテーマは『3秒ルール』!!

バスケ（籠球）の
豆知識を
お伝えするコーナー♪

新規会員募集中!
シーホース三河
ブースタークラブ2022-23

帰りシャトルバス時刻表

公式ファンクラブ

帰りシャトルバス時刻表

12.28［WED］
21:15 21:30 21:50

22:05 22:25

ウィングアリーナ刈谷→刈谷駅→アイシンコムセンター

次回のホームゲームの
注目はこの選手だ！！

2023年新年初のお相手は、強豪千葉ジェッツ！！
2020-21SEASONにB.LEAGUEチャンピオンに導いた
指揮官の大野HCが退任されましたが、
今年も盤石の強さを誇り東地区の上位についています。
この日の節テーマは、家族で満福!!
シーホースファミリー・・・
いや、会場のＢリーグファミリー全員で心もお腹も満たされましょう♪

NEXT
HOME GAME
THEME

NEXT HOME GAME

VS 千葉ジェッツ 会場：ウィングアリーナ刈谷
15:05TIP OFF12:00OPEN

1.7［SAT］.8［SUN］

もっと! シーホース三河を知ろう!
シーホース三河 バスケットボールスクール「アドバンスクラス」第4期募集中!!

シーホース三河U18 2023年度入団生対象トライアウト募集中!!

シーホース三河U15 2023年度入団生対象トライアウトを開催しました!!
シーホース三河U15では、12/7（水）･8（木）に一次トライアウトを、12/14（水）に二次トライアウトを開催
しました。計23名の皆さんに参加いただきました。受験者の皆さんには大変レベルの高いパフォーマンスを
見せていただきました。ここから2023-24シーズンへの戦いが始まっていきます。

シーホース三河U18では、「B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2023」大会での優勝を目指し、2023-24シーズンを共に戦って
くれる男子選手を募集しております。現在、トライアウトの応募受付中です。皆さんのチャレンジをお待ちしております!!

月曜日にウィングアリーナ刈谷で開校しているバスケットボールスクール「アドバンス
クラス」は経験者向けのスキル向上を目指すクラスとなります。1/16（月）スタートと
なる「アドバンスクラスⅠ」の第4期生を若干名募集します。

◆2022年度 活動実績
　B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2022〈中地区〉 3勝3敗 第4位
　B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022 ベスト16
　「B.LEAGUE U18 CAMP 2023 IN MITO」
　「B.LEAGUE U18 ALL★STAR GAME」

◆開校場所／ウィングアリーナ刈谷（サブアリーナ）
◆クラス編成（各クラス定員20名）
　■アドバンスクラスⅠ（小学3~4年生）…バスケットボール経験が2年以上（週2日以上）の男女対象（時間／18:15～19:25）
　■アドバンスクラスⅡ（小学5~6年生）…バスケットボール経験が3年以上（週3日以上)の男女対象（時間／19:35～20:45）
◆担当コーチ
　伊良部勝志（シーホース三河U15HC）
　高島一貴（シーホース三河U18HC）
　嶋田基志（シーホース三河U15AC）

伊良部勝志 高島一貴 嶋田基志

木戸龍斗選手 選出

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

若手選手の成長
シーホース三河のロスター（登録選手）12人のうち、8人が20代の選手たちです。その8人の平均年齢を計算してみたら、なんと、26.1歳!（12月28日
現在）若い! 若いがゆえに、チームが苦境に立たされた時に、個人個人でなんとかしよう、打開しようと、逆に空回りしてしまっていたような感じがあり
ました。が、先日の琉球戦。チームでしっかりハドルを組んで、何度も何度も「今やるべきこと」を確認して、愚直にそれを遂行する。ディフェンスは必ず
ローテーションの約束事を守りながら、最後の最後まで、シュートチェックにいく。これを繰り返すことで、相手のターンオーバーを誘発し、そこから、走る!

走るバスケットになった時の若さの爆発力は、凄まじいものがあります。強豪相手に我慢して、我慢して、接戦に持ち込み、最後は勝ち切る。今、若い
チームに必要なのは、このような試合（場数）を積み重ねていき、勝利するという成功体験による自信だと思います。そして、そんな若いチームには特大
の青援が必要です。年内最後、今年あった様々なことを「解き放って」、共に戦いましょう!!

もっと! バスケットボールを楽しもう!

「アドバンスクラス」
第4期募集に関する
詳細はこちらから
ご覧ください

U18 2023年度
トライアウトに関する
詳細はこちらから
ご覧ください
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