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2022-23 season

30#

190cm/81kg 

サイモン 拓海
Takumi Simon

　　　　　　　　たくみ

兵庫県 出身
2000.3.10生

SG

12#

188cm/89kg

栗原 ルイス
Louis Kurihara

くりはら

アメリカ合衆国 出身
1996.11.3生

SG 13#

205cm/100kg

マシュー・アキノ
MATTHEW AQUINO

フィリピン出身
1996.9.28生 

PF11#

173cm/70kg

熊谷 航
Ko Kumagai

くまがい　こう

大分県 出身
1996.5.7生

PG

24#

208cm/106kg 

ジョシュ・ホーキンソン
Josh Hawkinson

アメリカ合衆国 出身
1995.6.23生

PF/C15#

191cm/83kg

前田 怜緒
Reo Maeda

まえだ　　 れ   お

宮城県 出身
1997.9.15生

SG/SF

77#

189cm/80kg

岡田 侑大
Yuta Okada

おかだ　　ゆうた

京都府 出身
1998.6.10生

PG/SG HC
勝久マイケル
Michael Katsuhisa

かつひさ

東京都 出身
1983.4.26生

YUSUKE INOUE

井上 裕介 
アシスタントコーチ

TATSUAKI WAKAO
若尾 達壮 
トレーナー

SATOSHI HISAYAMA

久山 智士
トップアシスタントコーチ

YUKI ASANO

浅野 雄貴
トレーナー

NATSUKI SUGO

菅生 菜月
マネージャー

MASASHI KAI

甲斐 将志
通訳

Miyu Kinose

木ノ瀬 未悠
トレーナーインターン

医療法人
アレックス

チームドクター

YOSHIKI IMAZAKI

今崎 嘉樹

ヘッドアスレティックトレーナー・
パフォーマンスコーディネーター

MASAKI SHIGETA
繁田 雅樹

ストレングス＆
コンディショニングコーチ

2022-23 SEASON  TEAM STAFF
選手プロフィールはこちら

https://www.b-warriors.net/team/players/

31#

190cm/91kg

三ツ井 利也
Kazuya Mitsui

みつい　       かずや

長野県長野市 出身

1994.6.2生

篠ノ井ミニバス→篠ノ井東中学校→
東海大学諏訪高校

55#

202cm/101kg

アンソニー・マクヘンリー
ANTHONY McHENRY

アメリカ合衆国 出身
1983.4.16生

CAP

PF/C

まえだ　　 れ   お

50#

211cm/130kg

ウェイン・マーシャル
Wayne Marshall

アメリカ合衆国 出身
1986.1.7生

CAP
cSF

リーグ登録選手 1 1 人(試合エントリー12人まで)
うち外国籍枠 3人(登録3人まで) 
アジア特別枠/帰化枠 0人(登録1人まで)

2022-23シーズン
チーム編成

ポジション表記
SG：シューティングガード 
SF：スモールホワード 
PG：ポイントガード 
PF：パワーフォワード 
C：センター

46#

182㎝/80㎏

生原 秀将
Shusuke Ikuhara

徳島県 出身
1994/5/24生

PG
いくはら　しゅうすけ

NEW

NEW

ブース情報
2Fロビー

 ・インフォメーション

 ・信州オフィシャルグッズショップ

 ・ドリンク販売

 ・安曇野市観光協会

屋外

 ・ウォリアーズタウン(ファンクラブ)

アリーナグルメ ウォリ飯

ホクトエナジーブース

屋内 (２Fロビー)

屋内 (1Fロビー)

芋井おやき工房
おやき

須坂煎餅堂
お煎餅

ソコカフェ
馬鹿バーガー、ポテトフライ、
とり唐、ホットドック

屋外フードコート

グラン・シャリオ・コンパニー
たこ焼き、ポテトフライ、からあげ、焼きそば、
クレープ、ケバブ

azumino craft coffee
ドリップコーヒー、自家製レモンソーダ
カヌレ、クッキー、フィナンシェ

美ら音～ちゅらね～
タコライス、ラフテー丼、サンドイッチ 信州おいしいもの会 -兵-

大阪焼、カリカリチーズ等

パニーニ
ヒビキッチン

ネイビーパートナー

ゴールドパートナー

タイトルパートナー

ホワイトパートナー

株式会社アイダエナジー　一般社団法人安曇野市観光協会　株式会社景観創造　シェーンガルテンおみ

株式会社信越報知　株式会社とをしや薬局　株式会社マル井
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0#

196cm/95kg

古河ウェスリー
Wesley Furukawa

フルカワ

東京都 出身
1999/5/16生

PF 4#

177cm/74kg

塚本 雄貴
YUTAKA TSUKAMOTO

ツカモト　  ユタカ

神奈川県 出身
1997/1/2生

PG

172cm/72kg
神奈川県 出身
1988/7/20生

TATSUYA NISHIYAMA

8#
西山 達哉
ニシヤマ　  タツヤ

PG 9#

194cm/95kg

長谷川 凌
RYO HASEGAWA

     ハセガワ  　リョウ

神奈川県 出身
1990/6/18生

PF 11#

213cm/112kg

ベイリー・スティール
BAYLEE STEELE

アメリカ合衆国 出身
1997/6/28生

C

13#

208cm/113kg

ライアン・ステファン
RYAN STEPHAN

アメリカ合衆国 出身
1994/4/22生

c 14#

189cm/79kg

佐藤 誠人
MAKOTO SATO

  サトウ    　マコト

新潟県 出身
1997/10/14

SF 21#

187cm/89kg
埼玉県 出身
1991/1/9生

増子 匠
TAKUMI MASUKO

  マスコ　タクミ

SG

元ウォリアーズ選手

24#

192cm/85kg

大﨑 翔太
SHOTA OSAKI

オオサキ　ショウタ

島根県 出身
1998/1/23生

SF 33#

187cm/85kg
愛媛県 出身
1988/1/18生

俊野 達彦
TATSUHIKO TOSHINO

    トシノ　タツヒコ

PG

元ウォリアーズ選手

40#

201cm/107kg

ジョーダン・フェイゾン
JORDAN FAISON

アメリカ合衆国 出身
1994/10/17生

PF

51#

171cm/65kg

田口 暖
DAN TAGUCHI

   タグチ 　ダン

北海道 出身
1997/2/1生

PG 54#

186cm/96kg

澤地 サミュエル ジュニア
SAMUEL JR. SAWAJI

サワジ

神奈川県 出身
1990/1/5生

PF HC
石田 剛規
takaki ishida

   イシダ       タカキ

茨城県 出身
1982/9/25生

SHINSHU BRAVE WARRIORS 2022-23 SEASON

※商品は全て税込です

1,800円応援タオル

1,800円
マフラータオル

応　必須援
アイテム

み ん な の 声 援 が チ カ ラ に !

14色
発光タイプ

1,500円ペンライト

初観戦
の方へ

カラビナ付き

ハンディファン
2,600円

300円
＊シールは引換券のお渡し、
開幕戦以降で現物と交換対応となります。

ノンフライでヘルシー！
タンパク質・食物繊維豊富な
大豆チップス!!

カリッ!カ
リ!で

やみつき
！

※在庫には限りがございます。

フルジップパーカー  6,000円
マウンテンパーカー 10,000円 一律3,000円!!

2021-22シーズン 選手別アイテム

開催中！50％OFFセール

安曇野ゲーム「限定商品」

1本300円

かいぶつ農園とうもろこし
グッズ売場にて販売中！

サイズ展開増えました！

サイズ S/M/L/XL/XXL/XXXL

各3,000円 各3,500円

#24 ジョシュ・ホーキンソン選手

本日の対戦相手

横浜エクセレンス（B3）

過去対戦成績 6 勝  4  敗

ホームタウン：横浜市

元ウォリアーズ選手

※商品は全て税込です

1,800円応援タオル

1,800円
マフラータオル

応　必須援
アイテム

み ん な の 声 援 が チ カ ラ に !

14色
発光タイプ

1,500円ペンライト

初観戦
の方へ

カラビナ付き

ハンディファン
2,600円

300円
＊シールは引換券のお渡し、
開幕戦以降で現物と交換対応となります。

ノンフライでヘルシー！
タンパク質・食物繊維豊富な
大豆チップス!!

カリッ!カ
リ!で

やみつき
！

※在庫には限りがございます。

フルジップパーカー  6,000円
マウンテンパーカー 10,000円 一律3,000円!!

2021-22シーズン 選手別アイテム

開催中！50％OFFセール

安曇野ゲーム「限定商品」

1本300円

かいぶつ農園とうもろこし
グッズ売場にて販売中！

サイズ展開増えました！

サイズ S/M/L/XL/XXL/XXXL

各3,000円 各3,500円

#24 ジョシュ・ホーキンソン選手
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不織布マスクを
着用してください

声を出しての応援禁止です手の消毒にご協力ください37.5 度以上の方は
ご入場いただけません

検温にご協力ください

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際は係員の指示に従い
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス対策 

観戦マナー＆ルールについて 1.持ち込み禁止物：花火や銃器などの危険物、太鼓、ホーンなどの楽器類、ペット（盲導犬、聴導犬などを除く）
2.観戦における禁止事項：差別侮辱内容の幕および掲出物の使用、公序良俗に反する言動、コート上やベンチへのモノの投げ込み、
通路や禁止エリアでの立ち見、通行の妨げとなる場所での荷物放置、本人以外の人の席確保
3.撮影における禁止事項：フラッシュ、大型機材（望遠レンズ、三脚、一脚など）の使用。個人利用目的以外の画像撮影、16秒以上の動画撮影
4.アルコール・酒・喫煙における禁止事項：飲酒運転、未成年による飲酒、また未成年に対する酒類の販売、喫煙エリア以外での喫煙

❶ ウォリアーズタウンページの「2022-23シーズン入会はこちら」ボタンをクリック
❷ B.LEAGUEのID・パスワードでログイン
❸ 必要事項を入力し支払い方法を選択してください
❹ 入金確認が取れ次第、 ご登録いただいたメールアドレスに
　会員番号が送信され登録完了です

パソコンの方は検索をお願いします

https://www.b-warriors.net/wtown/

［ネイビー会員］は
3,000円でTシャツや
チケットがもらえてとってもおトク！

イエロー以上の会員の方には限定Tシャツをプ
レゼント！7サイズ（130/150/S/M/L/XL/3L）
から選べるので家族でお揃いもできちゃいます！

限定Tシャツ2来場ポイント1
全カテゴリーが参加可能！ホーム
ゲーム来場時にポイントを貯めて、
オリジナルグッズをゲットしよう！

試合日程入りスケジュール帳やティッシュケー
ス等実用的な非売品グッズが充実！ フォー
ムフィンガーは応援時の新必須アイテム！

非売品グッズ3
会員ランクによって最大17個のお得な特典が受けられます。 詳しくはウォリアーズタウンホームページを御覧ください。

Check

フォロー

してね！

アカウント名

ユーザー名

HPfacebook

信州ブレイブウォリアーズ

@brave.warriors

信州ブレイブウォリアーズ

@shinshubw

信州ブレイブウォリアーズ

@shinshubw

信州ブレイブウォリアーズ

@shinshubw

信州ブレイブウォリアーズ

@shinshubw

Twitter TikTok

SNSで最新情報をチェック！

NAGANO SUMMIT 〒380-0834 長野県長野市問御所町1271番地3 TOiGO WEST 1階
CHIKUMA SUMMIT 〒387-0012 長野県千曲市大字桜堂488番地　TEL.026-214-7022  FAX.026-214-7023

http://www.b-warriors.net
お問い合わせ

株式会社 信州スポーツスピリット

#30 サイモン拓海 選手

ジャスパーズ
チアリーダー

信州ブレイブウォリアーズを彩る
チアリーダー「ジャスパーズ」。
華やかなダンスとチアリーディングで
観客のブーストを盛り上げる。

信州BWチアダンススクール 「Jey’s」
■ジャスパーズディレクター　
阿部 美音子
（Songleading&Dance Family 代表） 
ジャスパーズチーフディレクター

■スクール講師　
長野校･千曲校：SANKO 
※その他、現役ジャスパーズも登場！

長野校

木曜日 17：00～18：00 キッズ（未就学児～小学1年）
18：00～19：00 ジュニア（小学2年～小学6年）
　　　　　　 ジュニアHi（中学生）

17：00～18：00 キッズ（未就学児～小学1年）
18：00～19：00 ジュニア（小学2年～小学6年）

火曜日

【会場】ひやまホール（檜山石材）長野市上松4-29-11

※都合の良い曜日を選択することができます。

千曲校

キッズ（未就学児～小学1年）
18：00～19：00

ジュニア（小学2年～小学6年）
ジュニアHi（中学生）
19：00～20：00

【会場】千曲市立埴生小学校体育館他市内施設

毎週月曜日
月４回

毎週
火・木曜日
月４回

ク
ラ
ス

＼アカデミーの様子はSNS発信中！／信州ブレイブウォリアーズ スクール無料体験申し込みはこちら＞＞＞
練習見学などお問い合わせ：一般社団法人信州スポーツアカデミー
TEL：026-214-7022（平日9：00～17：30） FAX：026-214-7023
E-mail：sbwacademy@b-warriors.net

担当：駒井・大屋

毎週
水曜日開催

ミズノ 松本校 小・中学生(男女) 17：10 ～ 18：40
場所：松本市総合体育館　住所：松本市美須 5々-1　TEL：026-332-1818

電話にてお問合せ下さい。入会方法

松本第一校 小・中学生(男女) 19：10 ～ 20：40
場所：松本第一高校体育館　住所：松本市浅間温泉1-4-17 TEL：026-214-7022

電話・メールにてお問合せ下さい。入会方法

年 に 一 度 の 松 本ゲ ーム 会 場 松本市総合体育館

15:05

12.10sat
TIP OFF 1 1sun

15:05
TIP OFF

VS
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