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SHINSHU BRAVE WARRIORS
クラブ理念

ウォリアーズタウン構 想

〜バスケットで街おこし〜

ૢରखथःऽघ

長野県（信州）全域をバスケの街＝ウォリアーズタウン化することを目標に、
以下の３つの活動理念の基、バスケットボールを通じて信州をもっと元気にします！

⑴ 地域活性化
1. 地域密着型クラブ運営
地域に根ざした『我が街のクラ

2. 観光 PR
「スポーツ・ツーリズム」の確立

3. クラブアリーナ構想
ビッグイベントの開催が可能な

ブづくり』を目指し、地域貢献活

県内外におけるホームタウン千

興行施設・複合型スポーツ施設

動を積極的に行います。

曲市、そして信州（長野県全域）

の建設と地域住民の運動活性化

そのクラブに携わる人をあらゆ

の観光 PR 活動、観光大使の役割

に努めます。

る分野で世界を舞台に活躍する

を全うします。

人材に育てます。

http://www.sdairiseki.co.jp
〒380-0913

長野市川合新田1126-7

TEL.026-221-6200（代） FAX.026-221-6202

⑵ スポーツ文化の創造
1. スポーツ交流事業の実施

2. スポーツの街づくり

3. 他種スポーツとの
連携・協定

観る・やる・語る・関わる・伝える

試合会場での観戦はもとより、

スポーツを創造し、スポーツと

街のいたるところでスポーツに

バスケットボール以外のスポー

生活との接点をつくります。

触れられる環境をつくります。

ツ団体と連携・協力し、スポーツ、
そしてそれに携わるの素晴らし

ᝅ݈ễܱጚểᄩẦễرᘺ২ᘐỂấܲಮỉắᙲஓỆấࣖảẟẺẲộẴẇ

さを伝えます。

⑶ バスケットボールの普及・繁栄

ᧈࠊᙱԧဋ1ɠႸ11-46
TELᲴ026-241-1771
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1. プ ロ バ ス ケ ッ

2. 若年層 に 夢 と

3. バスケットボー

4. バスケットボー

5. プ ロ 選手 と の

ト ボ ー ル の 興行

感動を与え一生涯

ルイベント、あら

ルスクール、クリ

交流機会を提供し

を開催し、プロス

続ける競技者の増

ゆるレベルの大会

ニックによる技術

身近なチームをつ

ポーツの素晴らし

加に努めます。

を開催します。

提供、競技レベル

くります。

さを伝えます。

の向上に努めます。
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信州の、信州による、信州のための、地域愛着活動を
信州で、信州と、ともに行う BRAVE ACTIONS。信
州ブレイブウォリアーズでは、2020-21シーズンに
チーム創設10周年を迎え、10のプロジェクトを行い
ました。そのプロジェクトを継続し、2030年、そして
その先の未来に向け、2021-22シーズンより SDGs
活動を
【BRAVE ACTIONS】
として推進していきます。

SDGsとは？
SDGs とは「Sustainable Development Goals（ 持続可能な開発目標）」の略
称。2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年か
ら2030年の15年間で達成するために掲げた目標で、17のゴール・169のター
ゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。
SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍
的）なものであり、日本でも、企業・団体を中心に積極的な取り組みが行われ
ています。

参考：外務省ホームページ

BRAVE ACTIONSとは？
8つの「BRAVE ACTIONS = 勇敢な行動」を軸に、
チームを支えてくださるブースターやパートナー
企業、そしてホームタウンを中心に、地域社会の皆
様のお力添えをいただきながら、一人でも多くの
人々が、信州とバスケットボールをもっと好きに
なる地域愛着活動を実施します。

具体的な取り組み

8つの理念 × 住み続けられる街づくり × パートナーシップで
目標達成を目指します！

FOOD ACTION

ENERGY ACTION

KIDS ACTION

DEFENCE ACTION

ACADEMIC ACTION

RECYCLE ACTION

LADIES ACTION

PEACE ACTION

○ FOOD ACTION GAME 実施
○オリジナルエコバック製作
など

○配布用オリジナルタオル製作
○クリニック開催
○ゴール寄贈
など

○キッズドリームチケット提供
○外国語講座
など

○女性社員ホームゲームご招待
など

○ FCV 車リース
○ ENERGY ACTION DAY 実施
など

○オリジナルマイタイムライン
台紙作成
など

○ LIMEX 製コップ
○ペットボトルキャップ回収
など

○折り鶴の寄贈
○折り鶴賞の実施
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など
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B.LEAGUE (B1) クラブ紹介
東地区

＠

＠
＠
茨城ロボッツ

レバンガ北海道

アルバルク東京

群馬クレインサンダーズ

横浜アルビレックス BB

川崎ブレイブサンダース

＠

秋田ノーザンハピネッツ

千葉ジェッツ

宇都宮ブレックス

西地区

横浜ビー・コルセアーズ

サンロッカーズ渋谷

＠
＠
＠

富山グラウジーズ

三遠ネオフェニックス

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

島根スサノオマジック

京都ハンナリーズ

琉球ゴールデンキングス

＠

シーホース三河

信州ブレイブウォリアーズ

滋賀レイクスターズ

＠

広島ドラゴンフライズ

大阪エヴェッサ

B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22 フォーマット
■2021-22シーズン B1リーグ戦における各地区の1位、2位およ
び3位のクラブと、各地区の上位3クラブを除いた16クラブのう
ち上位2クラブが本大会に参加する。
■トーナメント方式にて行い、準々決勝、準決勝および決勝は全て
2試合行う。3位決定戦は行わない。
■準々決勝、準決勝および決勝は全て2試合が終了した時点で1勝1
敗となった場合、別日に3試合目を行い、順位を決定する。3試合
目の試合は通常の競技規則を採用して実施し、3試合目の試合終
了時点で同点の場合は、1回5分の延長時限を勝敗が決定するま
で行う。
■準々決勝および準決勝の全ての試合は、それぞれ「チャンピオン
シップ出場順位」の上位クラブのホームゲームとする。決勝は中
立地にて行う。

※2021-22シーズン B1リーグ戦における各地区1位のクラブを上位から順に、

それぞれ「レギュラーシーズン自地区1位 / 二地区間1位クラブ」
、
「レギュ
ラーシーズン自地区1位 / 二地区間2位クラブ」といい、
「チャンピオンシッ
プ出場順位」を1位、2位とする。また、各地区2位のクラブを上位から順
に、それぞれ「レギュラーシーズン自地区2位 / 二地区間1位クラブ」
、
「レ
ギュラーシーズン自地区2位 / 二地区間2位クラブ」といい、
「チャンピオ
ンシップ出場順位」を3位、4位とする。また、各地区3位のクラブを上位
から順に、それぞれ「レギュラーシーズン自地区3位 / 二地区間1位クラ
ブ」
、
「レギュラーシーズン自地区3位 / 二地区間2位クラブ」といい、
「チャ
ンピオンシップ出場順位」を5位、6位とする。
※各地区の上位3クラブを除いた16クラブのうち上位2クラブを上位から
順に、
「ワイルドカード上位」、下位のクラブを「ワイルドカード下位」と
いい、
「チャンピオンシップ出場順位」を7位、8位とする。

＠

＠
＠
＠

■本大会に優勝したクラブが2021-22シーズン B リーグの年
間優勝クラブとなり、準優勝したクラブが年間準優勝クラブ
となる。

＠

B.LEAGUE 年間チャンピオン

＠

ファイナル

２戦先勝方式

チャンピオンシップ出場順位の
上位クラブの HOME

チャンピオンシップ出場順位の
上位クラブの HOME

中立地

セミファイナル

２戦先勝方式

クォーターファイナル
HOME

自地区１位／
二地区間１位

※チャンピオンシップ
出場順位１位

リーグ戦

ワイルド
カード下位

※チャンピオンシップ
出場順位８位

※レギュラーシーズン：B1 リーグ戦
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クォーターファイナル

２戦先勝方式

リーグ戦

＠

セミファイナル

２戦先勝方式

２戦先勝方式

リーグ戦

自地区３位／
二地区間１位

※チャンピオンシップ
出場順位５位

クォーターファイナル
HOME

リーグ戦

自地区２位／
二地区間２位

※チャンピオンシップ
出場順位４位

HOME

クォーターファイナル

２戦先勝方式

リーグ戦

自地区２位／
二地区間１位

※チャンピオンシップ
出場順位３位

２戦先勝方式

リーグ戦

自地区３位／
二地区間２位

※チャンピオンシップ
出場順位６位

リーグ戦

ワイルド
カード上位

※チャンピオンシップ
出場順位７位

※ QF、SF および F が 1 勝 1 敗の場合は別日で 3 試合目を行い決着をつける。
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＠
HOME
リーグ戦

自地区１位／
二地区間２位

※チャンピオンシップ
出場順位２位

＠

※ 3 位決定戦は行わない。
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何よりも3人に求めているのは、我々のカルチャーに

少し点を取っていきたいし、全体的にもっとアグレッシ

フィットすること。我々が大事にしている一つひとつの

ブにやっていきたいです。

ディティールを大切にする部分や、我々がここでつくり

もちろんディフェンス面もそうです。出られるメンバー

上げようとしているものに対して、信じてコミックする

が多ければ多いほど、インテンシティの高いディフェン

ことと、責任感を持ってもらう事、日々成長を言葉だけ

スができます。昨シーズンの後半戦は特に、ベンチメン

でなく、体現できることを何よりも期待しています。

バーが非常に良い活躍をして、欠かせない存在になって
くれました。今シーズンは更にプレータイムの争いが激

――今季は早期に全員が合流できて準備できていますが、

しいシーズンになると思います。戦術的にどこまでアグ

その点については？

レッシブなディフェンスをするかは別として、我々のディ

昨シーズンはコロナの影響で全員が揃うのがずいぶ

フェンスの中でやるべきことを一つひとつエナジーを持っ

ん遅くなってしまいました。5対5ができない、全員でチー

てやっていきたいです。

ムづくりもできない…本当に大変だったので、ああいう

遂行力という面でもインテンシティという面でもそう。

20
34

信州の
〝頭脳〟
となる勝久マイケル・ヘッドコーチ
︵ＨＣ︶
︒

昨季はチーム初のＢ１のステージで指揮を執り︑ 勝

敗︵西地区７位︶で最後まで闘い抜いた︒

就任４年目となる今季は︑どのようなビジョンを思い描

いているのか︒その胸中を聞いた︒

︱︱ 勝久マイケル

継続と進化 就任４年目の決意

ていないトランジションも結構あったので、そこでもう

キャンプは二度と経験したくないです。その意味で、今

40分の試合をしっかりと、プレーしたいペースやインテ

シーズンはいつも通りと言えばいつも通り。2週間の隔

ンシティでプレーできるようにすることが大切。そして

離がある分、他のシーズンよりは（外国籍選手の）入国を

新しいチームになり、新加入メンバーの役割は非常に大

早くしてもらいました。ということは、彼らが家族と会

きい。毎年同じことですが、新たなチームとして自分た

う時間がいつもより2週間短かった。そこは心苦しいで

ちのバスケをうまく遂行していくことが大切です。もち

すが、早期に全員でチームづくりを始められて良かった

ろん開幕までには完成しないし、シーズンが終わっても

と思っています。

完成はしません。常にプロセスではありますが、我々に
とって一番大事な部分をしっかり遂行すること。やるべ
き事を一つ一つ40分間やっていけるようにコンディショ
ンを上げていきたいです。

――就任4年目。どんな思いで臨みたいですか？
自分は一つの場所で何か特別なものをつくり上げた
いと思うタイプで、とてもラッキーだと感じています。

昨シーズンの新加入で今年もいる選手が、ジョシュと

ウェイン（・マーシャル）やマック（アンソニー・マクヘン

ジェミン。特にジョシュが1シーズン信州でやって、我々

リー）中心のチームをつくり始めることができ、何より

のシステムや求められていることを理解しているのは

もああいう選手と働けることが幸せ。ウェインとはもう

非常に大きいと思います。昨シーズンも彼は素晴らしかっ

何年目になるかわからないほど一緒に仕事をしていま

たですがさらに期待できると思いますし、昇格前から信

すが、何回も聞いたようなことも初めて聞くような集中

州でやってきた選手たちも B1を経験しました。それは

力で聞いてくれます。素晴らしい選手たちと働けて幸せ

次のシーズンに活きると思います。新加入は3人だけで

です。就任当時から在籍している若い選手達を教えられ

多くも少なくもなく、継続性はありますし、ずっと一緒

て一緒に成長できるのもうれしく思います。とてもやり

にやっているメンバーも成長し続けると思います。そこ

がいがあります。

に新加入選手がうまくフィットしながら大きく貢献を
していければ、もっと強くなれると信じています。

就任して初のホームゲームが青森戦でした。まだお客
さんは少なかったけど、シーズンが進むにつれて少しず
つ増えて、プレーオフのファイナルではフルハウスにな

――B1初年度の昨季に得られた収穫と課題は？

勝利が喜べることの一つであれば嬉しいです。

相手ディフェンスのインテンシティが高く、フィジカ
ルで相手の方が大きい、強い、速い――というマッチアッ

――それを踏まえて今季はどのような部分を優先的に

プが多い中、昨シーズンの序盤では良いボールのもらわ

進めたいですか？

――編成も担っている中で、新加入の3人に期待したい

りました。B1ライセンスを取れなかった壁を次のシー

部分は？

ズンでチーム、フロント、長野県で応援してくださる人

3人とも期待しているのが、相手がインテンシティの

たちのおかげで B1に行け乗り越えました。長い目でプ

高いディフェンスをしてきたとき、そのプレッシャーを

ロセスを見ると本当にやりがいがあります。いつか振り

せ方をさせてあげられなかったり、良いオフェンスのポ

攻守とも、もっとアグレッシブにプレーしていきたい

アタックすること。トランジションオフェンスでも個人

返ったときにこのチームがスタート時と比べて信じら

ゼッションにならなかったり、ターンオーバーになった

です。これは昨シーズン以前からも強調してきたことで

技を生かしてオープンコートの局面で得点を取れるこ

れないような光景を見ることができれば、こんなに達成

りしたのが一番大きかった部分です。シーズンが進むに

すが、今シーズンはさらに強調したい。なおかつ、それ

とにも期待したいです。

感があって誇らしいことはないと思います。片貝社長を

つれて改善するためにアジャストした部分もありまし

ができるメンバーだと思っています。単純にプレッシャー

たが、今シーズンは最初からその経験から学んだことを

に対してアタックすることや、どういうシュートをつく

活かせるようにしていきたいです。

ディフェンス面でも、特に
（前田）
レオには昨季
（三ツ井）

はじめ、チームやチームに関わる全ての人と一緒にそう

利也がやっていたような、とにかくエースを止めること

いう光景を見える日が近づいていけるような年にした

るかということ、トランジションのオフェンス、システ

や、そのチャレンジをすること。そこにも期待したいです。

いです。

ムの中でいつどういうカットをするか、いつどういうオ

（熊谷）
コウもディフェンスの足は非常にある選手なので、

そのことはチームで一度も話したことはないです。
「最

フェンスリバウンドを狙うか。別に数字で「オフェンス

前から当たって我々のディフェンスの最前線としてトー

姿を見せられるように、楽しんでいただけるようにした

多勝利おめでとう」とかは思ったことも話したこともな

リバウンド1位」とかを狙っているのではなく、ボール

ンをセットしてくれるようにプレッシャーをかけながら、

いです。それと同時にプロセスに集中して、先を見すぎ

いですし、我々が目指すのはあくまでも日本一。もちろ

を持っている人間も持っていない人間もアグレッシブ

タフに頑張ることを期待しています。オカ（岡田侑大）は

ず一つひとつの試合にフォーカスして、全力で戦ってい

んそれは大きなチャレンジであって、全てが長いプロセス。

にプレーしてほしいです。走って点を取れる、オープン

オフェンス面で大いに期待していて、たくさんボールを

きたいです。

ただ、長い旅では目的地だけではなく、プロセスが大事

コートでのスキルを持った新加入の3人が入ってきまし

彼に集めたいと思っています。ディフェンス面でも向上

なので応援してくださるブースターさんにとって、最多

た。昨シーズンはストップしているのにスコアに繋がっ

心があるので、その部分でも成長を期待したいです。

（昇格チームの）最多勝利数だったということですが、

8
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ブースターの皆さんに、今までよりもさらに成長した
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信州を
支える

ヘンリー
ク
マ
・
ー
アンソニ
マーシャル
・
ン
イ
ェ
ウ

――自分たちのミスから学び、

――ベストプレーをお見せできるよう

毎日良くなるよう努めるだけだよ

柱
本
二
の
ム

チー

ー
クヘンリ
ソニー・マ
ン
ア
た
ー
知れ
うなプレ
言わずと
はどのよ
がいる。
将
手
主
選
の
籍
人
、2
の外国
。
なる今季
きた、2 人
も聞いた
ズン目と
ー
となって
シ
力
2
動
について
原
で
ど
る
1
な
B
す
性
。
進
係
関
ルだ
信州が躍
、互いの
マーシャ
いながら
ェイン・
ら
ウ
も
と
て
）
っ
中を語
（マック
。その胸
れるのか
く
て
せ
ということを知っていると思うし、このチームにそういっ
を見

に頑張ります

ラムでも成功するプレーヤーだと思う。彼はなんでもで

ないんだ。でも信州へ来てみて、前を向いている組織だ

きる。ボールを運ぶこともできるし、リバウンドもでき

と思ったし、長野の大きなスポーツチームとして知られ

るし、アシストもできるし、ディフェンスもできる。チー

ている。そんなチームの一員でいられることにうれしく

ムのコンセプトを理解する高い IQ も持っている。だから

思うし、今後もどんどん大きくなっていてほしいと思うよ。

お互いでフィットするのは自然なことで、彼とシステム

ウェイン このチームでプレーするのは2回目になるけど、

を作るのは成功しているよ。

ファンもコーチ陣も勝つ文化をつくり上げ始めることに

マック

成功したと思う。各々が必要なことをして組織ができて

でもキライだけどね
（笑）
。

ウェイン

お互いね
（笑）
。

きた。将来は日本でも有数の素晴らしいチームになると

――プライベートでの交流とかはないんですか？

思うし、このチームが大好きだよ。それ以外にないね。

マック

マック

うーん、ほとんどないね。しゃべることはある

コーチ・マイケルの存在が、このフランチャイ

けど、もう歳をとってきたから、遊び回ったりはしない

ズが大きく成長した理由だと思う。信州はコーチやウェ

かな。

インが加入するまで勝っていなかったけど、彼らととも

ウェイン

そうだね、ベテランになってきたから。練習

に加入した選手で勝ち始めた。勝ち始めたことで組織も

た姿勢を持ってきてくれている。そして、自分たちは勝

して、家に帰って、休養する毎日だよ。

ブースターも成長していった。チームが長野のスポーツ

――昨シーズン B1で戦って感じた収穫と課題、あるい

つことのできる、ウィニングカルチャーをつくれるコー

――自分だからこそ知っている、互いの意外の一面はあ

文化に根付いているのを、私もうれしく思っているよ。

は印象に残ったゲームはありますか？

チのもとで練習してプレーしてきている。だから、多く

りますか？

ウェイン

ウェイン

通り、コーチの存在が勝つチームになった理由の一つだ

収穫としては、B1の激しさを体感する機会を

の勝利数に結び付いてほしいと思っているよ。

ウェイン

得られたこと、そしてそれに対応していったこと。でも、

マック ウェインの意見に付け足すと、自分たちは昨シー

私はグッドガイなのに、なんでなんだろうね？？

と思う。チームがベストパフォーマンスを出せるように

うちが全試合その激しさで戦い抜けなかったことは課題

ズンのコアメンバーが残っている。一緒に3年、4年とプ

マック

それについてはノーコメントだ（笑）
。まあでも

努めてとても仕事をするし、バスケットボールというゲー

に感じたかな。

レーしているから、すでにチームのケミストリーはでき

お互いに試合で勝ちたいし大人だし、勝つために努力は

ムを知っている。勝利のためのマインドセットも持って

マック ウェインに賛成だね。1部の高いレベルでプレー

あがっているんだ。みんなが B1レベルを経験した上で、

惜しまずにやるから邪魔し合うこともない。彼のような

いる。それは私がここでプレーしたい理由でもあるから

することができたことは大きな経験になった。でも今シー

さらにタレントのある選手が入ってきた。彼らにつられ

プレーヤーとやれることは、成功するチャンスに近付け

ね。
「日々成長をしよう」
「 簡単に満足せず毎日良くなる

ズンは、もっと高いレベルで勝負しなくてはならないと

てチーム内の競争も激しくなってきたと思うし、今シー

ると思う。やるべき努力をやる姿勢は、他の選手たちに

よう努力しよう」という考えはコーチから教わったものだ。

感じている。それはチームのみんなが理解していると思

ズンはどのチームとも戦えると感じている。

も伝染していると思うよ。

それがチームにもフランチャイズにも浸透しているんじゃ

うよ。

――2人ともチームの大黒柱ですが、互いの印象はどう

――今シーズンの目標について聞かせてください。

ないかな。

ウェイン たくさんの試合を戦っているし、それに昨シー

なんですか？

マック

――ブースターの皆さんにメッセージをお願いします。

ズンは浮き沈みも激しかった。ピンポイントで一番良かっ

マック

こでプレーしてきて、今はチームが勝つか負けるかの結

ウェイン

た試合や悪かった試合を挙げるのは難しいね。シーズン

ウェイン

果について集中している。チームの目標としては、昨シー

ます。待っている皆さんに良いプレーを魅せられるよう、

最後の日にどんな結果になるかを求めているから。みん

マック

これはみんなが誤解していることだけど、私た

ズン B1はとてもタフなリーグだと学んだから、チーム

ハードワークしていい準備をしています。ぜひ、皆さん

なそうだと思うよ。

ちがよい友達だと思っていないか？僕は彼の友だちじゃ

がきのうよりもきょうが良くなっているか――がポイン

の前でエキサイティングなバスケットボールゲームで勝

マック

ないよ（笑）。

ト。チーム全員が成長できると思っているし、それがで

利するのとお見せしたいです。開幕が待ち遠しいです。

るのは難しいかな。私が思うに、勝った試合からも負け

ウェイン

きればシーズンの成功に繋がると思っているよ。

マック

た試合からも、両方から学ぶことがあった。B1レベルで

マック かまわないよ
（笑）
。ただ、プレーのケミストリー

ウェイン

そうだね。自分として試合に勝つためにでき

シーズンは観客規制でキャパシティの半分しか来ていた

勝つにはどうしたらよいのか。負け試合からは、
「このレ

は問題ない。お互いに長く日本でプレーしているし、ウェ

うる限りの努力をすること。チームのゴールは、日々成

だけなかったですし、今シーズンもどんな状況になるか

ベルで競い合うには何を修正する必要があるか」という

インはコーチ・
（勝久）
マイケルのもとで私より長くプレー

長し続けること。自分たちのミスから学び、毎日良くな

わかりません。そんな中ではありますが、もしできれば

ことを常に気付かされたね。

している。マイケルは、私もウェインもどう生かすかア

るよう努めるだけだよ。

ぜひ会場に来て応援していただけるとうれしいです。ベ

――新しいチームに感じる強みは何ですか？

イデアを持っているし、もちろんお互いでもどう生かす

――信州ブレイブウォリアーズの印象は改めてどうですか？

ストプレーをお見せできるように頑張ります。

ウェイン

かもわかっているから、ケミストリーは問題ないんだ。

マック

ウェイン 最後に。マックは私のことが大好きだからね、

ウェイン

は多かったわけではないので、前のことはあまり詳しく

そうだね。どこか1つの試合をピックアップす

新しいメンバーは、勝っていたチームから来

ている。彼らは「B1レベルでどうやったら勝っていけるか」
10
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ウェインのことはキライだよ！（笑）
それはつまり大好きってことだね（笑）。

これ、録音されているけどいいの？

私は、マックはどのチームでもどんなプログ

マックはいつもキツく当たってくるんだよ！

彼はとても素晴らしいコーチ。マックが言う

個人のゴールは特にセットしていない。長くこ

信州に来る前には琉球にいたから試合する機会

いつも応援してくださってありがとうござい

皆さんに早くお会いしたいと思っています。昨

勘違いしないでくださいね。ご安心ください！
（笑）
2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK
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岡田侑大
前田怜緒
熊谷航

な
ュ
シ
ッ
フレ
人
3
力
戦
新

――しっかりと吸収して、

り
た
ぴ
も息

と
私
公

が
る。年齢
されてい
待
期
が
活躍
気込
力として
今季の意
は、即戦
の裏話、
人
て
3
し
た
際
移籍に
加わっ
の印象や
今季から
い。互い
熊谷航。
深
、
が
緒
交
怜
も親
、前田
ベートで
岡田侑大
、プライ
り
あ
も
。
うこと
もらった
近いとい
り合って
語
に
々
赤裸
熊谷 うーん…キャラがちょっとシンドいかなー。彼は
みなどを

実は、すごく構ってちゃんなんですよ。ずっと独り言を

――まず移籍してきて、長野県の印象は？

言っていて、僕らが構ってあげないと、永遠に終わらな

熊谷

山が多いです。

いんですよ。

前田

見ての通り（笑）
。確かに山とか川とか、自然が多

前田

そういうところが一番面白いよね？

いですね。空気もおいしく感じます。

熊谷＆岡田

岡田

――前田選手はいい意味で言うと、イジられ役なんでしょ

僕はキャンプに行きたいですね。

……うん（苦笑）。

――コロナ禍で外出がしづらい状況ではあるが、すでに

うかね？

実際に行った場所は？

熊谷 いい意味ではなく悪い意味です。悪いところをちゃ

前田

温泉とか、あとはゴルフとかですね。

んと指摘してあげているんです（笑）。

岡田

えっ、ゴルフは嘘でしょ
（笑）
。

――気を取り直して話を進めます。今季からチームに加

熊谷

3人で軽井沢のアウトレットに行きましたよ。

わりましたが、チームの印象は？

岡田

僕の運転でね！

熊谷

熊谷

それは言わんでいいやろ
（笑）
。

でボールを回す印象です。確率の良いバスケをしている

誰がエースというわけではなく、しっかりと全員

――岡田選手と熊谷選手は、三河時代もともにプレーし

と思います。

ていましたよね。

前田

熊谷

手だったときは直接マッチアップはしなかったですけど、

岡田は当時から生意気なヤツでした（笑）
。今も精

僕は守備に力を入れていると感じました。対戦相

神年齢は変わらないですけど、プレーは進化していると

西山さんは3ポイントが得意で、結構やられた印象があ

思います。でも、当時からあまり仲は良くなかったです！

りましたね。

前田

岡田

お、ツンデレか？？

僕はウェイン（・マーシャル）さんですね。ピック

熊谷 嘘です
（笑）
。結構ご飯に行ったりしていましたね。

もうまいですし、ブロックショットの駆け引きも得意と

――前田選手とは初対面ですか？

しているので、対戦した時は一番イヤな選手でした。

熊谷

熊谷

いや、大学からみんな顔見知りだったので、あま

あとジョシュ（・ホーキンソン）は3ポイントも入

り「初めまして」という感じではないです。

るし、速攻でもよく走るので厄介でしたね。

岡田

――前田選手、熊谷選手にとっては今回が初の移籍。期

そうですね。でも、印象は特になかったです。空

気みたいなものじゃないですか？

待や不安があったと思いますが？

前田 でも、僕が3人の中で間違いなく一番マトモですよ。

前田

12
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成長できるところに行きたいと思っていました。

一つひとつ成長して

――ディフェンスと、
――成長できるところに

いきたいです

それに加えてドリブルや

行きたいと思っていました

パスも見てもらいたいですね

移籍することで選手としていろいろと学べますし、この

――信州の中で出していきたい、自身のストロングポイ

チームで成長できればと考えています。

ントは？

熊谷

前田 僕はディフェンスにおけるアグレッシブなプレー。

全く違うバスケをするチームに来たので、一から

学びたいという気持ちです。不安は全くなかったですね。

泥くさいところが持ち味だと思っています。

――前田選手と岡田選手は、互いに前所属チームでの背

熊谷

番号が77番。今季は岡田選手が77番をつけていますが、

スも見てもらいたいですね。

それに際してやりとりはあったんですか？

岡田

熊谷

2人でケンカしてたよなー
（笑）
。

ているので、そこを頑張ります。

前田

そう。ケンカして…って、それはウソです（笑）。

――チームを率いる勝久マイケル HC の印象は？

僕もディフェンスと、それに加えてドリブルやパ
僕はオフェンスで、スコアリングが仕事だと思っ

僕はもともと背番号を変えると、
（勝久）マイケルコーチ

前田

すごくバスケに熱心な方ですよね。

に言っていました。

熊谷

選手の自主練を最後まで残って手伝ってくれます

岡田

が、そういう監督はなかなかいないと思います。スカウ

年齢は僕のほうが下ですが、プロキャリアでは上

なので、自動的にね
（笑）
。

ティング能力がすごいと思うので、一緒に戦えるのが楽

前田 うーん…なんかそれだと、俺がダサいな
（笑）
。でも、

しみです。

ミニバスで最初にもらったのが15番だったので、初心に

岡田

帰ろうという気持ちで15番を選びました。

さんあります。しっかりと吸収して、一つひとつ成長し

岡田

ていきたいです。

僕は昨シーズンに富山で7番をつけたかったんで

とにかくバスケ IQ が高いので、学べることがたく

すが、阿部（友和）さんがいるので77番にしました。7が2

――最後に今季の意気込みと、ブースターへのメッセー

つあれば、運が倍になると思っています！

ジをお願いします。

前田

前田

まあ、7は3つそろっていないとラッキーセブンに

チャンピオンシップの出場と日本一を目指してい

ならないけどね。

るチームだと思うので、その目標に向かって毎試合成長

岡田

していきたいです。ブースターの皆さんには、会場で熱

うるさいわ
（笑）
。

――3人の良い関係性がわかりました。ところで、開幕を

い声援を送っていただければと思います！

控えての仕上がりはどう感じていますか？

熊谷

熊谷 チームとしては少しずつやりたいことが明確になっ

備してきた中で、周りに声をかけるところはまだまだだと

てきています。5on5のゲーム形式もやってきているので、

思っています。そこをしっかりと改善して、昨季の7位を

仕上がりが良いです。ただ、個人としては覚えるべきこと

上回る結果を残したいです。まずはチャンピオンシップシ

がたくさんありますし、ゲームの中でとっさに判断でき

リーズ出場という目標に向かって、皆さんと一緒に戦って

ていない部分もあります。そこは改善していきたいですね。

いければと思いますので、応援をよろしくお願いします！

岡田

岡田

僕もまだまだ自分らしさを出せていないですし、

僕はポイントガードですが、今まで開幕に向けて準

僕の課題はディフェンス面でアグレッシブさを出

富山とは違ったスタイルのオフェンスをするので、まだ

すことです。まずはそこを克服できるように、開幕から

探っている段階ではあります。開幕までの残り時間でア

頑張っていきます。航さんと同様に僕もしっかりと声を

ジャストしていきたいです。

出して、チーム一丸となって日本一を狙っていくので、

前田

応援よろしくお願いします！

僕もまだまだな部分が多いですね。これから突き

詰めていきたいです。
2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK
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F

F

Jaemin
Yang
ヤン
ジェミン

7

Yusuke
Inoue
井上 裕介

出身校

ネオショカウンティコミュニティカレッジ

出身校

筑波大学

｜出身地

滋賀県

出身地

韓国

生年月日

1982.9.7

｜身長 / 体重

195cm/98kg

生年月日

1999.6.22

代表歴

U18 日本代表（2000 年）

｜

身長 / 体重

201cm/93kg

代表歴
2013/15 FIBA ASIA U16 CHAMPIONSHIP（韓国代表 / キャプテン）
2016 FIBA U17 BASKETBALL WORLO CUP（韓国代表 / キャプテン）
2016 FIBA ASIA U18 CHAMPIONSHIP（韓国代表）
2017 FIBA U19 BASKETBALL WORLD CUP（韓国代表）

ニックネーム / いのポン

家族構成 / 妻、長女、長男

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/スイミング、習字
子どもの頃の夢 / 電車の運転士
ニックネーム / ジェミニ

家族構成 /-

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/-

学生時代の得意な教科 / 現代文

好きな料理、食べ物 / 肉類、蕎麦、コーヒー

子どもの頃の夢 / シェフ、プロバスケ選手

好きな曲 / 猫

学生時代の得意な教科 / 好きな教科はありませんでした笑

好きな女性タレント / 吉岡里帆

好きな料理、食べ物 / サムギョプサル

お袋の味 / 麺

マイブーム・趣味 / 子どもと戯れる

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /-

好きな女性タレント /Blackpink

好きな映画 /-

好きな曲 /K-pop 全般

マイブーム・趣味 /YouTube で編集すること

お袋の味 / 切干大根

好きな芸能人・アーティスト・芸人 / 香川照之
好きな映画 / バックトゥザ・フューチャー2
座右の銘 / 日日是好日

影響を受けた指導者 / 高校、大学、プロそれぞれで教わった方々
バッシュメーカー /NIKE

尊敬する人 / 妻、両親

座右の銘 /no matter what, you donʼt give up

背番号の由来 / 娘の名前にちなんで

影響を受けた指導者 / 今まで指導を受けたコーチ全員

プロ選手を意識し始めた時期 / 会社員4年目

バッシュメーカー /NIKE

ゲン担ぎ・ルーティン / 試合前にたくさんシュートを打つ

尊敬する人 / 家族

背番号の由来 / 中学校から大学生まで5番を付けていていい思い出があるから

自分を動物に例えると / 象

プロ選手を意識し始めた時期 /19歳

今季の目標 / 日々成長、健康増進、アンチエイジング

ゲン担ぎ・ルーティン / シャワーを浴びる
信州のおすすめスポット /-

自分を動物に例えると /-

今季の目標 / 昨日より良い選手に

@JaeminYang3
14

信州のおすすめスポット / 戸隠

@jammm_yang27
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8

G

11

G

Tatsuya
Nishiyama
西山 達哉

Ko
Kumagai

熊谷 航

出身校

駒澤大学

｜出身地

神奈川県

出身校

大東文化大学

｜出身地

大分県

生年月日

1988.7.20

｜身長 / 体重

172cm/72kg

生年月日

1996.5.7

｜身長 / 体重

173cm/70kg

代表歴

-

代表歴
2014 年度 U18 日本代表候補
2018 年度 U22 日本代表
(2018 アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ )

ニックネーム / ニッシー

家族構成 / 妻、長男、次男

ニックネーム / こう

くま

家族構成 /-

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/サッカー

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/サッカー

子どもの頃の夢 / お菓子屋の店長

学生時代の得意な教科 / 国語

学生時代の得意な教科 / 社会

好きな料理、食べ物 / カレー、寿司

お袋の味 / 卵焼き

好きな曲 /-

好きな曲 / 新恋愛

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /SnowMan

好きな女性タレント / 臼田あさ美
マイブーム・趣味 / アニメ鑑賞

好きな映画 / ショーシャンクの空に

座右の銘 / 成せばなる

影響を受けた指導者 / 田方さん、勝久コーチ
尊敬する人 / 両親、妻

プロ選手を意識し始めた時期 /22歳・23歳頃
自分を動物に例えると /-

マイブーム・趣味 / 温泉
バッシュメーカー /asics

背番号の由来 /10番代のぞろ目が良かった

プロ選手を意識し始めた時期 / 大学2年生
ゲン担ぎ・ルーティン /-

ゲン担ぎ・ルーティン /-

信州のおすすめスポット / 白馬

@9yanyan9
16

バッシュメーカー /PUMA

好きな映画 /-

影響を受けた指導者 / 兄

尊敬する人 / 父親

背番号の由来 / 息子の誕生月

お袋の味 /-

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /-

好きな女性タレント /座右の銘 /-

子どもの頃の夢 / サッカー選手

好きな料理、食べ物 / 和食

自分を動物に例えると /-

信州のおすすめスポット / おすすめ教えてください。 今季の目標 /cs 出場

今季の目標 / 優勝

@tatsuya_nishiyama33
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12

G

G/F

Louis
Kurihara

15

Reo
Maeda
前田 怜緒

栗原 ルイス

出身校

ウィッティア大学 ｜出身地

アメリカ合衆国

出身校

白鴎大学

｜出身地

宮城県

生年月日

1996.11.3

188cm/89kg

生年月日

1997.9.15

｜身長 / 体重

191cm/83kg

代表歴

日本代表候補（2018 年）

｜身長 / 体重

代表歴
2018 年度 U22 日本代表候補
2019 年度 U22 日本代表
（第 42 回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会）

ニックネーム / ルー、ルイ

家族構成 /-

ニックネーム / レオ

家族構成 /-

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/水泳、ピアノ

子どもの頃の夢 / 海猿

子どもの頃の夢 / プロバスケ選手

好きな料理、食べ物 / パスタ

学生時代の得意な教科 /-

好きな料理、食べ物 / アボカド、豆腐

お袋の味 / 餃子

好きな芸能人・アーティスト・芸人 / 千鳥
好きな映画 / マーベルシリーズ

好きな曲 /-

好きな女性タレント / 新木優子

マイブーム・趣味 / 漫画を読む

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/水泳

学生時代の得意な教科 / 体育
お袋の味 / 煮物

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /好きな映画 / ホラー

影響を受けた指導者 / 小太郎さん

影響を受けた指導者 /Mark Jensen

プロ選手を意識し始めた時期 /21歳

バッシュメーカー /Nike

プロ選手を意識し始めた時期 / 高校生

座右の銘 /-

バッシュメーカー /adidas

尊敬する人 / 兄

背番号の由来 / 大学の先輩の背番号

好きな女性タレント /-

マイブーム・趣味 / 映画鑑賞

座右の銘 /Treat others the way you want to be treated.

尊敬する人 / 母

好きな曲 /-

背番号の由来 / ミニバス時代の初めての背番号

ゲン担ぎ・ルーティン / 試合前に歯磨きをすること
自分を動物に例えると /-

信州のおすすめスポット /-

今季の目標 /cs 出場

ゲン担ぎ・ルーティン / 右足のバッシュを履いてから左足のバッシュを履く
自分を動物に例えると /-

信州のおすすめスポット / コトリの湯

今季の目標 /-

@louik02
18

@louik02
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19

G

F/C

Yuta
Osaki
大崎 裕太

24

Josh
Hawkinson

ジョシュ・ホーキンソン

出身校

青山学院大学

｜出身地

茨城県

出身校

ワシントン州立大学 ｜出身地

アメリカ合衆国

生年月日

1994.6.1

｜身長 / 体重

177cm/77kg

生年月日

1995.6.23

208cm/106kg

代表歴

-

代表歴
第 22 回 FIBA ASIA U-18 男子バスケットボール選手権大会

｜身長 / 体重

日本代表 (2012)

ニックネーム /J Hawk もしくは Hawk

家族構成 /-

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/ゴルフ、テニス
ニックネーム / ザキオ

家族構成 /-

子どもの頃の夢 / スポーツ選手

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/-

学生時代の得意な教科 / 数学

子どもの頃の夢 / プロバスケ選手

学生時代の得意な教科 / 商業

好きな料理、食べ物 / メキシコ料理

好きな料理、食べ物 / いくら、エリンギのバター焼き、寿司

お袋の味 / ラザニア、ガーリックパン、シーザーサラダ

お袋の味 / 肉じゃが、ほうれん草パスタ

好きな曲 /Double Up - Nipsey Hussle

好きな曲 / 優里、カントリーミュージック

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /LeBron James、Drake

好きな芸能人・アーティスト・芸人 / サンドウィッチマン

好きな女性タレント /-

好きな女性タレント / 倉科カナ

マイブーム・趣味 / ゴルフ、テレビゲーム

好きな映画 / トイストーリー

好きな映画 /Paid in Full

マイブーム・趣味 / 海外ドラマ、英語の勉強（やんわり） 座右の銘 / 謙虚

座右の銘 /「強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。

影響を受けた指導者 / 全指導者

あなたの神、主が、あなたの行く所どこでも、あなたとともにあるからである」
（聖

尊敬する人 / 家族

バッシュメーカー /NIKE、asics

背番号の由来 / 最初入る時真ん中らへんだったから

プロ選手を意識し始めた時期 / 高校3年生
自分を動物に例えると / シロクマ

書より）

ゲン担ぎ・ルーティン / 仮眠

影響を受けた指導者 / 両親

信州のおすすめスポット / 麻絲（酵素風呂）

尊敬する人 / 両親、祖父母

今季の目標 / バスケット楽しむ

バッシュメーカー /NIKE、Jordan

背番号の由来 / 母親が大学でバスケをしていた時の背番号、こどもの頃憧れてい
た野球選手ケン・グリフィー Jr. 選手の背番号
プロ選手を意識し始めた時期 /6歳
ゲン担ぎ・ルーティン/ 試合開始4時間前にたくさん食べる、昼寝、シャワー、ウォー
ムアップ中の音楽
自分を動物に例えると /-

@Basket19940601
20

@zakioooo0601
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信州のおすすめスポット /-

@Josh_Hawkinson

今季の目標 /-

@jhawk.24
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31

F

C

Kazuya
Mitsui
三ツ井 利也

50

Wayne
Marshall
ウェイン・
マーシャル

出身校

東海大学

｜出身地

長野県

出身校

テンプル大学

｜出身地

アメリカ合衆国

生年月日

1994.6.2

｜身長 / 体重

190cm/91kg

生年月日

1986.1.7

｜身長 / 体重

211cm/130kg

代表歴

U18

代表歴

-

日本代表候補（2011 年）

ニックネーム / みつい、かずや、ミッチー、イシツブテ
こどもの頃の習い事（バスケ以外）/ドッジボール
学生時代の得意な教科 / 保健体育

家族構成 /-

子どもの頃の夢 / 教師

好きな料理、食べ物 / 生姜焼き、豚キムチ

ニックネーム /GOBBY

家族構成 /-

子どもの頃の夢 /NBA 選手

好きな料理、食べ物 / 鶏肉 ( 炒め物 )

お袋の味 / 肉じゃが、三ツ井家独自の料理

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /-

好きな曲 /Oﬃcial 髭男 dism「115万キロのフィルム」

好きな女性タレント /-

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /Oﬃcial 髭男 dism、TWICE、日向坂46、ケツ

座右の銘 /-

メイシ、オードリー

尊敬する人 / 全員

好きな女性タレント /-

好きな映画 / マーベルシリーズ、インディジョーンズ

こどもの頃の習い事
（バスケ以外）/-

学生時代の得意な教科 /お袋の味 /-

好きな映画 /-

影響を受けた指導者 / 母親

好きな曲 /-

マイブーム・趣味 /Netﬂix
バッシュメーカー /NIKE

背番号の由来 / 高校時代の背番号

プロ選手を意識し始めた時期 /13歳

マイブーム・趣味 / プロスピ a（携帯アプリ）、マンガ、YouTube 鑑賞、映画鑑賞

ゲン担ぎ・ルーティン / ストレッチ・シュガーフリーの Red Bull を飲む

座右の銘 /「感謝」 影響を受けた指導者 / 入野貴幸、陸川彰（敬称略）

自分を動物に例えると /-

バッシュメーカー /NIKE

尊敬する人 / 家族

信州のおすすめスポット /-

今季の目標 / 日々成長

背番号の由来 /31＝みつい

プロ選手を意識し始めた時期 / 大学3年生
ゲン担ぎ・ルーティン / 試合前におにぎりとサンドウィッチを食べる
自分を動物に例えると / イシツブテ（動物じゃなくてすみません）
信州のおすすめスポット / 白糸の滝
今季の目標 / 昨シーズンの成績を超えること

@kazuya_mitsui10
22

@k.mitsui31
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55

F

G/F

Anthony
McHenry
アンソニー・マクヘンリー

77

Yuta
Okada

岡田 侑大

出身校

ジョージア工科大学 ｜出身地

アメリカ合衆国

出身校

拓殖大学

｜出身地

京都府

生年月日

1983.4.16

202cm/101kg

生年月日

1998.6.10

｜身長 / 体重

189cm/80kg

代表歴

｜身長 / 体重

-

代表歴
2015 年度 U18 日本代表候補
2016 年度 U18 日本代表
2017 年度 U24 日本代表候補
2018 年度 U22 日本代表

ニックネーム / マック

家族構成 /-

子どもの頃の夢 /NBA 選手

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/-

(2018 アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ )

学生時代の得意な教科 /-

好きな料理、食べ物 / 母親の料理全般

お袋の味 /-

好きな曲 /-

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /好きな女性タレント /座右の銘 /-

好きな映画 /-

影響を受けた指導者 / 祖父

尊敬する人 / 祖父

マイブーム・趣味 / カードゲーム
バッシュメーカー /NIKE

背番号の由来 / 高校時代の背番号

プロ選手を意識し始めた時期 /14.15歳
ゲン担ぎ・ルーティン / 集合時間の1時間前にホーム会場入りすること
自分を動物に例えると /-

信州のおすすめスポット /-

今季の目標 / 日々成長、シーズンをベストな状態で終えること

ニックネーム / オカ

家族構成 /-

こどもの頃の習い事（バスケ以外）/野球、ピアノ、水泳
子どもの頃の夢 / 弁護士

学生時代の得意な教科 / 社会、数学、理科

好きな料理、食べ物 / 寿司

お袋の味 /-

好きな曲 /-

好きな芸能人・アーティスト・芸人 /好きな女性タレント /-

好きな映画 / アベンジャーズ

マイブーム・趣味 / 英語の勉強
影響を受けた指導者 / エジソン
尊敬する人 / 熊谷航

座右の銘 / ローマは1日にして成らず
バッシュメーカー / アンダーアーマー

背番号の由来 / 良いことがありそう

プロ選手を意識し始めた時期 /18歳
ゲン担ぎ・ルーティン / シャワーを浴びる
信州のおすすめスポット /-

24
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自分を動物に例えると /-

今季の目標 / 優勝
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GOʄWARRIORS⽑

スタッフ紹介

コーチ・チームスタッフ

ˡ381-0081
ௗݟௗࢤ࣊ࢀ673-1

お客様の大切なお荷物を

ヘッドコーチ

トップアシスタントコーチ

ビデオコーディネーター

マネージャー

アスレティックトレーナー

アスレティックトレーナー

トレーナー

通訳

ストレングス＆コンディショニングコーチ

アシスタントマネージャー

ホームタウン活動推進担当

信州ふるさと大使

マスコットキャラクター

MC

勝久 マイケル

久山 智士

山中 小太郎

高島 好子

今崎 嘉樹

「安心」
「安全」にお届けします。

アルプス運輸建設㈱
●松本本社：〒390-1243 松本市神林3864-7

●木曽営業所：〒399-6101 木曽郡木曽町日義1777

ご用命はTEL

0263-26-3771 (松本本社) まで

ホームページ http://www.alps-roadline.co.jp/index.html

加藤 颯人

土居 諒哉

薄井 大樹

繁田 雅樹

木ノ瀬 未悠

䝉䝤䞁䜲䝺䝤䞁䛾䜽䝸䝇䝬䝇
䜿䞊䜻ண⣙ᢎ䜚䜎䛩䟿
ᖺ䛿᭷ྡᗑ䛾
ၟရከᩘ䛤⏝ព䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹
チームドクター

医療法人 アレックス

䝉䝤䞁䜲䝺䝤䞁༓᭤ඵᖭᗑ
䖲 026-272-4516

喜ばれることに喜びを…

建築施工・新築・建替・リフォーム
〒387-0015

長野県千曲市鋳物師屋219-3

TEL:026-274-2703 FAX:026-274-2752

アンバサダー

齊藤 洋介

齋藤 崇人

佐藤 託矢

ブレアー

三井 順

Mail:n.takizawa@net1.s-net21.ne.jp
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加入
2年目
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目
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加入
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ンだ
シーズン
・ジェミ
B1 で 2
ンとヤン
ソ
ン
キ
・ホー
ジョシュ
らった。
合っても
り
語
を
合ったのが始まりかな。アメリカの大学でプレーしていて、
など

――どの試合でも

――まずは昨シーズンから続けて

チームの勝利の力になりたい

レベルアップしていくこと。

さらに高くなっているのも感じています。彼はチーム全

ているし。昨シーズンの冬の間は何度も行きました。夏

員に、常にベストを求めている。プレーヤー一人ひとりが

に関していえば、とても暑すぎて外に出られないくらい。

どうプレーすることで生きるか、どうフィットするかを知っ

それでいて冬は驚くほど寒くて、練習に行こうと思った

ているコーチ。さらに良くなるよう毎日努めてくれます。

ら車のフロントガラスが凍っていて、溶かすのに時間か

ジェミン

かったのを覚えています
（笑）
。

僕は去年合流したのがすごく遅くてシーズン

が開幕した後で、チームのシステムを理解するには時間

――公私ともに仲の良い2人だからこそ知っているお互

が少なかったです。できる限り早く理解しようと努めて

いのことは？

いましたが、2年目の今は、以前よりも簡単に理解できて

ジョシュ

いる気がしています。だからコートでは昨シーズンより

のは、韓国の年齢の数え方。生まれたときに1歳で、年始

も多くのことが見えていると思うし、今はメンタルもフィ

ごとに1歳上がっていくんだって？例えば12月30日に生

ジカルもさらに強くなろうと努力中です。

まれたら1歳で、2日後の1月1日はもう2歳。まだ2日しか

あとは新加入の素晴らしい選手たちもいるから、信州

ジェミンに去年教えてもらってすごく驚いた

経っていないのに！だからいつもジェミンが、
「俺は23

知ってはいたからね。それで2人とも、信州で合流すると

のシーズンが素晴らしくなると今からとても興奮してい

歳だ」って言うけど、
「いや22歳だろ」って話になる（笑）。

――昨シーズンを振り返って。

きにはもう仲良くなっていたね。

ます。

ジェミン

ジョシュ

ジェミン

ジョシュ

とても成長できたシーズンでしたね。新しい

そう、メッセージが来て挨拶したのが最初で

ディフェンスの強いチームになろうとしてい

そういうものだから（笑）
。ジョシュは一緒に

いるとき、日本の歌を歌うことがあるよね。しかも少し

チームのシステムを通して成長を感じたし、チームとし

したね。信州に来た初日に、ジョシュが家に来てくれて

るから、まずは相手に得点させないことが一番。彼ら新

の部分だけじゃなくて、最初から最後までフルバージョン。

てもシーズン通じて成長できた。今シーズンも成長し続

練習場まで連れて行ってくれた。その時はどうやって体

加入の3人はそれに合っていると思う。一緒に練習して

それにはとにかく驚いて。自分は日本の曲はわからない

けたいと思っているよ。

育館に行くかもわからなかったんですよ。その日が、彼

彼ら一人ひとりのすごさも感じるし、チームの大きな力

し、そもそも覚えるのもすごく難しいと思うけど…ジョ

に会った初日でしたね。

になってくれると思う。どんなチームになるか、今から

シュはいくつも日本の曲が歌えるんだ。

ジェミン プロになって1年目のルーキーイヤーでした。
色々と大変なこともあったけど、このチームからたくさ

それにジョシュのプレーを見るのも初めてで、とても

エキサイティングな気分だよね。

ジョシュ

んのことを学びました。今シーズンも同じように、たく

驚いた覚えがあります。身長も高いのに、シュートがと

ジェミン ジョシュがオンコートの話をしてくれたので、

で好きなのは、
「I LOVE」とか「Pretender」
。あとは ONE

さん学びたいと思っています。

てもよく入る。ベンチから見ていて、
「彼は実はシューター

自分はオフコートを話します。彼ら3人とも自分たちと

OK ROCK の「Wherever you are」や米津玄師の「Lemon」

――その中で、お互いの印象は？

なんじゃないか？」と思いましたから（笑）。

同じくらいの若い選手で、去年より若い選手が増えて仲

とか、多分8〜9曲くらいは歌えるよ！ワンオクは3分の

ジョシュ

ジョシュ

そう？でも僕とジェミンは、似たタイプだと

良くやれています。そこでフレンドシップと良いケミス

1が英語で残り3分の2は日本語…って感じだから、覚え

だったということもあったし、一緒に出かけることもあっ

思っているよ。マッチアップの相手によっては、インサ

トリーが生まれるので、それもコートで見せられると思

るのも簡単
（笑）
。

た。それがお互いを知ることにつながって、プレーでも

イドでもアウトサイドでもプレーする。小さい相手なら

いますよ。

――それはすごいですね！では最後に、新シーズンの意

良いケミストリーをつくれたかな。チームにこういう関

ポストアップするし、外からシュートも打てるし、トラ

――中でも2人は仲が良いと聞きました。

気込みを聞かせてください。

係性ができるプレーヤーがいるというのはとても嬉しく

ンジションで走ることもできる。そう行った点で似てい

ジョシュ

ジョシュ

思う。信頼できて、話し合うことができる。生活のこと

るから、お互いどうプレーしたいかという感覚を共有で

をやりたいと言うからオフの日に教えたりもしたよ。戸

ていくこと。今シーズンはもう B1初参戦じゃないし、2

も話して、お互いから学べる関係性だと思っています。

きていると思う。

倉のキティパークも行ったし、あと最近は TikTok でダン

チームが昇格もしてきた。昨シーズンの経験を持って成

ジェミン ジョシュは日本での兄弟みたいな存在。昨シー

ジェミン

スビデオを作ったりしているね
（笑）
。

長し続けることが大事。プレーヤーとしてもチームとし

ズンはコート内外で多くのことがわからなかったので、

相手ですよね。背も高く、インサイドもアウトサイドも

たくさんのことを質問しましたよね。信頼できる人だと

プレーするので、どちらにも対策しなくちゃいけない。

しめる。コロナ禍じゃなければ、もっとたくさん経験し

こまでいけるのかとても楽しみだよ。

思いました。それもチームの一部として、ケミストリー

また速攻も誰よりも速く走る。シュートブロックも武器

たいけどね。冬はスキーとかが人気だと聞いているけど、

ジェミン

を見せられているのかなと思う。とても良い関係性です。

だし、本当になんでもできるプレーヤーだと思います。

私たちはシーズン中だから行けないし、オフはもっぱら

ます。どの試合でもチームの勝利の力になりたい。毎日

ジョシュ シーズンが始まる前にジェミンの契約のリリー

――勝久マイケル HC のバスケットを1シーズン経験し、

温泉かな。リラックスできるし、体も回復するし、冬は温

すごく練習しているし、多くの人を驚かせたいと思って

スを見て、新しく若い選手が加入するということにとて

今季はアドバンテージを持って戦えるのでは？

泉に限るよ！

います。今シーズンはそれをメインのゴールにして頑張

もうれしく思って、会う前から SNS でメッセージを送り

ジョシュ

ジェミン

りたいです。
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加入してすぐに仲良くなった。お互い1年目
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対戦相手からしたら、ジョシュはやりにくい

コーチが求めるものも予測できるし、要求が

夕飯はよく一緒に行くね。ジェミンがゴルフ

長野県の夏はアウトドアのアクティビティが多くて楽

温泉はいいですよね！いつもいい温泉を探し

Oﬃcial 髭男 dism は好きだね。覚えている曲

まずは昨シーズンから続けてレベルアップし

ても毎日成長して、シーズンが進んでいったときに、ど
自分はもっといい選手になりたいと思ってい
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キャプテン

副キャプテン

SANKO

副キャプテン

AYA

SACHI

KANON

MIYUU

AMI

YURI

YUKINA

出身地 / 長野市 誕生日 /8 月 7 日

出身地 / 須坂市 誕生日 /7 月 31 日

出身地 / 松本市 誕生日 /5 月 19 日

出身地 / 長野市 誕生日 /8 月 8 日

出身地 / 長野市 誕生日 /10 月 19 日

出身地 / 長野市 誕生日 /7 月 8 日

出身地 / 飯綱町 誕生日 /4 月 27 日

出身地 / 長野市 誕生日 /2 月 18 日

好きな食べ物 / ハリボーのグミ、蒸しエビ

好きな食べ物 / もも、チョコレート

好きな食べ物 / 激辛料理

好きな食べ物 / お寿司、梅

好きな食べ物 / マカロン、みょうが、うどん

好きな食べ物 / バナナ味の食べ物・飲み物、お寿司

好きな食べ物 / お寿司、モスのコーヒーシェイク

好きな食べ物 / トマト フルーツ

特技・趣味 / 映画鑑賞

特技・趣味 / アクロバット・ファッション

特技・趣味 / クラシックバレエ

特技・趣味 / 音楽を聴くこと

特技・趣味 / ダンス、芝居

特技・趣味 / インテリア雑貨探し

特技・趣味 / 山登り、ショッピング

特技・趣味 / ナンプレ

ハマっていること /

ハマっていること / スニーカー収集

ハマっていること / 乃木坂 46

ハマっていること / 赤ちゃんの動画を観ること

ハマっていること /

ハマっていること / アロマ探し、アウトドアブランドの洋服

ハマっていること / ハモネプを見ること♪

ハマっていること / 映画鑑賞

アクション、コメディ映画を見ること

座右の銘 / まずはチャレンジ

座右の銘 / 努力 感謝 笑顔

座右の銘 / 笑う門には福来る

お文具さんの動画を見ること

座右の銘 / 思いやり

座右の銘 / 辛い時こそ笑顔で (^^)

座右の銘 / 明日は明日の風が吹く

座右の銘 / 感謝

信州のおすすめスポット / 白馬岩岳マウンテンリゾート

信州のおすすめスポット / 縄手通り→松本城

信州のおすすめスポット / 善光寺

座右の銘 / 笑ってればいいことある

信州のおすすめスポット / 白馬

信州のおすすめスポット / 様々な温泉街！

信州のおすすめスポット / 善光寺

信州のおすすめスポット / 善光寺、戸隠、松本城

意気込み / 今シーズンも皆さんと会場でお会い

意気込み / 今シーズンもジャスパーズとして活

意気込み / 皆さん、こんにちは！ KANON

信州のおすすめスポット /

意気込み / 今シーズンもジャスパーズの一員と

意気込み / 昨シーズンよりパワーアップした姿

意気込み / 今シーズンもジャスパーズとして活

意気込み / 皆さんこんにちは！今シーズンキャ

できることが楽しみと嬉しさでいっぱいです！

動できること心から嬉しく思います。一戦一戦

です。今シーズンで 3 年目になりました。

小布施、王ケ頭ホテル

して 活動出来ること、とても嬉しく思います。

をお見せできるよう頑張ります (^^) ！！バスケ

動できること嬉しく思います。ステキなパフォー

プテンを務める事になりました SANKO です！

大変な時期が続きますが、会場にお越しいた

大切に心を込めてパフォーマンスいたします！

Jaspers として活動できること嬉しく思い

意気込み / こんにちは！ 3 年目の MIYUU

コロナ禍で大変な時期が続きますが、みなさん

で信州を元気付けられるよう、皆さん私たちと

マンスをお届けできるよう、感謝の気持ちを忘

一緒にブーストをよろしくお願いします！

今シーズンもジャスパーズの一員として活動す

だいた皆さんの心を笑顔に、そして心に響くパ

皆様との出会いに感謝して今シーズンも駆け抜

ます。皆さんに元気と笑顔を届けられるパ

です！制限の多い中ではありますが、ブース

と過ごす時間を大切にし楽しみたいと思います。

ることができ、とても嬉しく思います。メンバー

フォーマンスができるよう頑張ります！ 私たち

けます！ よろしくお願いします♪ LET'S GO

フォーマンスができるように頑張ります。私

ターの皆さんに笑顔と元気を届けられよう全

今年も信州 BW を一緒に盛り上げましょう。

全員で WARRIORS、そして信州を盛り上げて

と一緒に熱いブーストでウォリアーズを勝利へ

WARRIORS ！！

たちと一緒に熱いブーストでウォリアーズを

力で踊ります！今シーズンもよろしくお願い

いきたいと思います。応援お願いします♪

と導きましょう！！

勝利に導きましょう！今シーズンもよろしく

します！

れずに日々精進して参ります。よろしくおねがい
します！

お願いします！

ers
rlead

e

Che

Team

ジャ

NEW

KOKORO

ズ

ー
スパ

ーズ」。
るチアリーダー「ジャスパ
げ
上
り
盛
で
場
会
ム
ー
ゲ
ム
ホー
。
で会場を明るく元気にする
顔
笑
と
ス
ン
マ
ー
ォ
フ
パ
な
多彩

NEW

SORA

NEW

KANAKO

NEW

RIRU

NEW

REMI

NEW

MIKI

NEW

RYO

AIKA

出身地 / 安曇野市 誕生日 /11 月 10 日

出身地 / 須坂市 誕生日 /9 月 21 日

出身地 / 長野市 誕生日 /7 月 9 日

出身地 / 須坂市 誕生日 /5 月 12 日

出身地 / 塩尻市 誕生日 /12 月 21 日

出身地 / 松本市 誕生日 /1 月 15 日

出身地 / 千曲市 誕生日 /4 月 27 日

出身地 / 飯綱町 誕生日 /11 月 13 日

好きな食べ物 / 梅干し

好きな食べ物 / あんバターパン チョコレート

好きな食べ物 / 天ぷら・桃

好きな食べ物 / オムライス

好きな食べ物 / からあげ

好きな食べ物 / さつまいも系のスイーツご飯！

好きな食べ物 / パスタ、辛いもの、チーズケーキ

好きな食べ物 / 抹茶

特技・趣味 / ダンス

特技・趣味 / パン屋さん巡り

特技・趣味 / ダンス・バイオリン

特技・趣味 / 音楽聞くこと

特技・趣味 / ピアノ

特技・趣味 / ピアノ ハマっていること / 友達とのドライブ

特技・趣味 / ショッピング

特技・趣味 / ダンス、点字の解読

ハマっていること / ドラマを見ること

ハマっていること /YouTube を見ること

ハマっていること /

ハマっていること /Youtube

ハマっていること / イラストを描くこと

座右の銘 / 人の笑顔は幸を呼ぶ

ハマっていること /YouTube、ドライブ

ハマっていること /

座右の銘 / 常に笑顔で！

座右の銘 / 笑顔は人を幸せにする

色んなジャンルの音楽を聞くこと

座右の銘 / やるからには最後まで全力で

座右の銘 / 笑う門には福来る

信州のおすすめスポット / なわてどおり！昭和レ

座右の銘 / やればできる

ミニチュア ( 小さいもの ) の鑑賞

信州のおすすめスポット / 大王わさび農場

信州のおすすめスポット /

座右の銘 / 継続は力なり

信州のおすすめスポット / 臥竜公園

信州のおすすめスポット / 信州スカイパーク

トロな景観や街並みを残しているのも魅力！タイ

信州のおすすめスポット / 上田城の桜

意気込み / ジャスパーズ 2 年目になりました！

臥竜公園の桜 戸隠キャンプ場

信州のおすすめスポット / 戸隠神社の奥社まで

意気込み / まだまだ技術面などチアリーダー

意気込み / ジャスパーズのメンバーとしてパ

ムスリップしたような気分を味わえちゃいます！

意気込み / 今シーズン Jaspers に新加入させて

座右の銘 /
「人生はどうなるかじゃない。どうするかだ。
」

今シーズンも笑顔と元気を皆さんにお届けでき

意気込み / 今期から Jaspers で活動させていた

続く杉並木がとても綺麗で大好きです！

として未熟なので努力に努力を重ねて他の

フォーマンスできることをとても嬉しく思い

意気込み / 初めまして！今シーズンからジャスパーズに

いただくことになりました。千曲市出身でもある

信州のおすすめスポット / 善光寺

るよう、一生懸命頑張ります！一緒に会場を盛り

だいています！皆さんと笑顔で明るい会場を作

意気込み / 皆様と一緒に会場を盛り上げられる

メンバーに少しでも追いつけるように努力に

ます！笑顔とダイナミックな踊りで盛り上げ

加入しました MIKI です！皆さんと一緒に応援することが

ので地域の皆さんと一緒にウォリアーズを盛り

意気込み / いつも笑顔で♪皆さんと一緒に応援

上げましょう！

り盛り上げられるように頑張ります。一緒に盛り

ように笑顔でパワフルに頑張りますので、熱い

努力を重ねて頑張っていきたいです！応援も

ていきますので、よろしくお願いします！！

できる事とても嬉しく思います！感謝と笑顔を忘れずに

上げていけたらと思っています。笑顔を忘れず

できるように頑張ります ! よろしくお願いします !

上がっていきましょう！

声援をよろしくお願いします！

しっかり相手に届く応援を考えて頑張りたい

最高のパフォーマンスで会場を盛り上げていきますので、

精一杯頑張ります！

です。
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熱い応援で一緒にウォリアーズを勝利へ導きましょう！
みなさんと会場でお会い出来ること楽しみにしてます！
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Jey’s
信州 BW
チアダンススクール

t

concep

次世代のジャスパーズの育成を目的とし、日々のレッ

を育む活動をしています。将来、ジャスパーズのメンバー

スンを通してチアの精神「応援する心」やお互いを想い

として、地元信州に「元気」と「笑顔」を届けるチアリー

合う「思いやりの心」の大切さを伝え、豊かで健全な心

ダーになる夢を叶えるサポートを致します。

毎週火 or 木曜日

長野校

月4回

※都合の良い曜日を選択することができます。

火曜日クラス
ジュニア

キッズ

ジュニア

未就学児〜
小学１年

小学２年〜
小学６年

未就学児〜
小学１年

小学２年〜
小学６年

17:00˜
18:00

18:00˜
19:00

17:00˜
18:00

18:00˜
19:00

会場

千曲校

木曜日クラス

キッズ

毎週月曜日

キッズ

ジュニア

ジュニア Hi

未就学児〜
小学１年

小学２年〜
小学６年

中学生

17:00˜
18:00

18:00 ˜ 19:00

会場 千曲市立埴生小学校 体育館
他 市内施設

学年構成人数により変更することもあります。※入会金：6,600円
（入会時）
、更新料：
ひやまホール（檜山石材） ※各校のクラス分けは、
3,300円
（年度更新時）
、レッスン料：5,500円
（月謝）
※料金は税込価格となります。※レッスン料 ( 月謝 ) は、

長野市上松 4-29-11

口座引き落としになります。※その他：シューズ・衣装・ポンポン等は個人負担

ジャスパーズディレクター・スクールディレクター

スクール講師

阿部 美音子

SANKO
現役 JASPERS メンバー

（株）Exciting one /Songleading&Dance Family 代表

スクール体験会・参加者募集中！
スクール体験は毎週、無料・1 名様から実施
しております。
希望者は、右記までご連絡下さい。
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月4回

お問い合わせ

一般社団法人信州スポーツアカデミー（株式会社信州スポーツスピリット内）
TEL

026-214-7022（平日 9:00 〜 17:30）

FAX

026-214-7023

2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK
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信州ブレイブウォリアーズ アカデミー

SHINSHU BRAVE WARRIORS

ACADEMY

アカデミーでは、カテゴリーをユースとスクールの 2 つに分け、選手 1 人ひとりに適した
指導のもと、1 人でも多くの選手を信州から世界へ羽ばたかせることを目指しています。

信州
ブレイブウォリアーズ

2013 年に発足した Jr. ユースチーム (U-15) では強化・育成を、県内 9 校で活動している
スケットボールの普及・発展を目的としています。将来的には、1 人でも多くの選手をトップチー

ユース

ムや日本代表へと送り出せるように育成に力を入れていきます。
また、当アカデミーでは、信州ブレイブウォリアーズの一員として地域に貢献できる人

ユース

材を育成するために、幼児〜中学生までの体力とバスケットボールの技術を向上させ
るだけではなく、マナーや協調性、自主性を養い、心身の成長を促すことを目指し

スクール

ています。

1

創造力豊かな選手

すべての行動 ( プレイ面、生活面 ) に
目的を持ち、自身が判断し行動する
人材を育成します。

3

2

U18

U15

ユース男子

U18

ズ
ー ー
ア
リ デミ
ォ
ウ アカ
ブ
イ ール
レ
ブ トボ
州
信 ケッ
ス
バ

スクール ( 中学生 15 歳以下 ) では普及・育成を行い、信州の各世代の子供たちの育成とバ

育成ビジョン

basketball academy

トップチーム
B リーグ

信州 BW

幼児−中学 3 年生

世界に通じる選手
豊かな心

バスケットボールは、個人競技にはない『チームとしての団結心』や
『チームメイトを信頼すること』、『チームメイトや相手チームに対する
人としての思いやり』などがとても大切になります。
周囲への優しさなど自分の心だけが豊かになるばかりではなく、
人間同士のコミュニケーションの広がりを与え、コートの中でも、
社会においても、規則を守ることができる人材を育成します。

一貫した指導体制

信州ブレイブウォリアーズバスケットボールアカデミーは、バスケットボール
スクールを底辺とし、ユースチーム (U15、U18) で構成していく予定です。
各カテゴリーには、
選手の成長に合わせ、
その年代に最も適した指導を行い、
トップチームに繋がる長期的視野に立った一貫育成体制をとっていきます。
また長野県バスケットボール協会と連携し、地元選手の発掘、
育成及び強化に努めていきます。

4

U18チームでは、バスケットボールを通じて豊かな人間性を育成

保護者（家庭）との連携

し 社会に貢献できる人材を輩出します。
プロ選手を志す前に、一人の人間として振る舞う姿勢を重視。
目先の勝利だけでなく、選手一人ひとりの資質・能力を引き出すこ

練習場での育成はコーチの役割として
行いますが、練習場以外での部分では
コーチと保護者が連携をとりながら、
子供たちを育成していきます。

リーグ戦

事業内容

とにフォーカスし、生涯にわたってバスケットボールを愛すること
が出来る指導を目指します。
2021年4月より信州ブレイブウォリアーズ U18チーム（男子）が
本格始動を開始しました。B1クラブライセンス交付規則の競技基

スクール

ユース

バスケットボールの楽しさを
指導し、基礎練習・個人練習
の習得と向上を図ります。

・基礎技術から応用技術、対人練習を多く取り入れ、試合で活躍できる選手の育成をします。
・信州ブレイブウォリアーズが主催する大会や、遠征試合を行い、チームとしての活動でコミュニ
ケーション能力の向上を図ると共に、同世代の子供たちとの競争意識を高めます。
・トッププレイヤー（信州ブレイブウォリアーズ契約選手）の輩出を目指します。

準 (2022年4月までに U18の保有が義務付けられること ) が定めら
れておりますが、1年先駆けて始動となります。昨年、計4回のトラ
イアウトを実施し、高い志を持ち新しいチャレンジを共にしていく
選手たちを迎え入れることが出来ました。トップチーム同様に『日々
成長』していくグループを目指していきます。U18チームに対して

地域 ○信州人としての自覚を持ち行動
密着 ○トップチームの理念「日々成長」を

○県内バスケットボールの更なる発展と強化を目指す

求める
選手像

アンダーカテゴリーでも実現させる

アカデミー生募集中！

○自身の行動に対する責任、他者を助ける
○コミュニケーション

【近況大会報告】
B.LEAGUE RIGIONAL LEAGUE 2021 中地区

○ハードワーク・チームワーク

※参加ご希望の方は、ホームページで詳しい内容等をご確認の上、お申し込みください。
2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK

もご声援を宜しくお願い申し上げます。

○素直 ○謙虚

体験受付中 !!

34

リーグ戦

○ベストを尽くす ○よりベターを目指す

VS シーホース三河 U18

詳しくはこちらから

信州バスケットボールアカデミー
検索

67-68

VS 名古屋 D U18

65-92

VS 三遠ネオフェニックス U18

74-75

結果 3敗

今シーズンも B.LEAGUE 主催、

その他、長野県内の高校や大学との練習ゲームを行なっています。

各クラブの U18が集結したリー

トップチーム選手やスタッフが指導を行うこともあります。

グ戦などに出場予定！

HC 駒井 和巳

2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK
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信州 BW

SHINSHU BRAVE WARRIORS

U15

basketball academy

ユース男子

HOME ARENAS
ホワイトリング

アクセス情報

所在地：長野県長野市真島町真島 2268-1

TEL：026-283-7977
飲食
OK

土足入場
長野大橋

自動車をご利用の場合

犀川

OK

※ 対象駐車場への駐車は、
専用の駐車券が必要となります。
駐車台数 約900台
（臨時駐車場含む）

ニュートーキョー
青木島店

セブンイレブン
長野真島店

372

長野甲羅本店

長野市立
真島小学校

ビックモーター
長野店

18
セブンイレブン
長野不動寺店

あっぷるぐりむ
長野小島田店

アル
コール

●国道 18 号線（篠ノ井バイパス）大塚南交差点から東へ 1.5km
●長野 IC からホワイトリングへ車で約 15 分

セブンイレブン
長野綱島店

35

OK

445

ホワイトリング
入り口

372

シャトルバスをご利用の場合
●長野駅東口「ユメリアバスパーク」より無料で運行

ホワイトリング

川中島古戦場

■事前購入の場合 （B.LEAGUE チケットのみ）
駐車料金 1 日：1 台 1,000 円（税込）※手数料はお客様のご負担でお願いします。
【利用可能時間】試合開始 5 時間前から試合終了 1 時間 30 分後まで
※試合によって変更となる場合がございます。
■当日購入の場合
当日会場での販売料金 1 日：1 台 1,000 円（税込）
※前売りの販売状況によっては、販売できない可能性がございます。

時刻表はウォリアーズ公式WEBをご覧下さい。

千曲川
至 長野 IC

鉄道をご利用の場合
● JR 長野駅東口からタクシーで約 20 分

ことぶきアリーナ千曲
私達、SBW U15 TEAM の指針と
したい原則は『チーム最優先』です。
なによりも選手に求めたいこと、期
待していることは、
『チーム・ファースト』

とでもなく、日々やっていることなのだ』
…と言うことを、最も重要な資質とし

は、強化／育成／普及のセグメントを

させなければ、チームの成功はおぼつ

明確にする事から始めて行きます！

きません。チームを勝たせる事
（"ONE

毎日仕事
（指導）に出てきて、精いっぱ

TEAM" の育成機関である事／個人を

い働き、インパクトを残すコーチング

上達させる事 etc）が最優先事項でな

スタッフ…を目指して行きたいと考え

くてはならないと思っています。

ています。U15 世代選手の皆さんに ”
ミッションステートメント”を贈ります。
全ては『人間力』…

常に、今…ここで何をしているのか？

すべては自分の選択

『大事なのはそれまでやってきたこ

■これで満足だと思うより、もっと何かをしよう
とすること
とに集中すること

千曲
市役所

千曲川

■抱えた問題について心配するより、解決方法に
ついて考えること
■行動や考えを、ネガティブではなく、ポジティ
ブにすること
■『正しい選択はあなたを成功に導くでしょう !!』

※臨時駐車場は大会ごとに決まり次第ご案内致します

千曲郵便局
日本デルモンテ
長野工場

ガスト

鉄道をご利用の場合

千曲中央病院

千曲市
市民プール

●しなの鉄道屋代駅から徒歩 1.2km 15 分

更埴中央公園

松本市総合体育館

所在地：長野県松本市美須々 5-1

是非これを機に、SBW U15 TEAM でバスケッ

【近況大会報告】

55-31

自動車をご利用の場合

VS 軽井沢中学校

60-21

VS 佐久 RED COMTS

54-45

VS B-squard

35-79

総合体育館前

U14 ナショナル育成センタートライアウト 受講者1名
U14地区選抜選手4名・U13地区選抜選手4名
U12地区選抜選手2名・U11地区選抜選手３名を輩出しております。

OK

飲食
OK

アル
コール

OK

●松本 IC から 6km 25 分

長野県松本
美須々ヶ丘高校

駐車台数 約 700 台（敷地内のみ）
デリシア

結果 準優勝

U15 ナショナル育成センタートライアウト 受講者1名

2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK

松本市
総合体育館

信州大学

※臨時駐車場は大会ごとに決まり次第ご案内致します

長野県
松本深志高校

その他、現在

36

ファミリーマート

テップアップをして下さい。

VS 小諸イーグルス U15

TEL：0263-32-1818

土足入場

トボールを学びながら自分自身とも向き合ってス

第３回 KOMORO CUP

OK

駐車台数 約 400 台（敷地内のみ）

403

■どんな結果になるかを考えるより、今すべきこ

自動車をご利用の場合

アル
コール

●更埴 IC から車で 2.8km 8 分

18

セブンイレブン

千曲橋緑地
グランド

飲食
OK

OK

屋代駅

あらば個人よりもチームの目的を優先

粟
佐
橋

西
舩
山
通
り

フ内の意識改革も進めています。先ず

更埴体育館前

ことぶき 千曲市役所
アリーナ千曲

SBW U15 TEAMコーチングスタッ

選手全員がチームに忠実で、必要と

［今、ここで何をしているんだ？］

403

て選手に求めていきます。

セブン
イレブン

カインズ

セブン
イレブン

TEL：026-273-0010

土足入場

至 更埴 IC

とでも、これからやろうとしているこ

の姿勢です！

所在地：長野県千曲市杭瀬下 2-1

セブンイレブン

HC 有本 有一

AC ギルバート・トング

143

ファミリーマート

松本城

67

長野市・千曲市・上田市の各種で
練習・トレーニングしています！

イオンモール松本

鉄道をご利用の場合
● JR 長野駅東口からタクシーで約 20 分
2021-22 SEASON OFFICIAL YEAR BOOK
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MAIN HOME ARENA

TICKET

ホワイトリング会場図

チケット購入方法
インターネットで購入する

2階自由席

車椅子
シート

ホームゲームのすべての席種を取扱いしています。定席
は座席位置を選んで購入できます。B リーグスマホチケッ
トのご利用もこちらからできます。

ホームゲームの2階自由席のみ取り扱いしています。

ホームゲームの2階自由席・ホワイトリング開催試合の
駐車券を取り扱いしています。
https://www.cnplayguide.com/

ホームゲームの2階自由席のみ取り扱いしています。
https://eplus.jp/

※会員登録が必要になります。
※ガラケー・タブレットではチケットの受け取りができません。
AWAYベンチ

２階自由席

２階自由席

土足入場

飲食
OK

マスク
着用

アルコール

車椅子シート

コンビニで購入する

OK

① お近くのセブンイレブン各店「マルチコピー機」より【チケットぴあ】または【セブンチケット】を選択します。
② 席種を選択し、レジにてお支払いのうえチケットをお受取りください。
発券手数料：チケットぴあ／110円、セブンチケット：0円 24時間対応（発売初日は AM 10:00〜） P コード：593-020

WEB で予約後、セブンイレブンまたは
ファミリーマートにてお引き取りくださ
い。販売席種は自由席のみです。
取扱いプレイガイドは「ぴあ」
「CN プレイ
ガイド」
「イベンティファイ」のみです。
※ことぶきアリーナ千曲、松本市総合体育館の座席図は信州ブレイブウォリアーズ公式ホームページをご参照下さい

座

席

席

座

ウォリアーズ T シート

¥12,500 ¥13,500 ¥14,500 ¥15,500

1階指定席ベンチ向

¥4,500

¥5,000

¥5,500

¥6,000

おいでなしてシート

¥12,500 ¥13,500 ¥14,500 ¥15,500

1階指定席ベンチ裏

¥4,000

¥4,500

¥5,000

¥5,500

ウォリアーズシート

¥12,000 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000

1階指定席ゴール裏

¥3,500

¥4,000

¥4,500

¥5,000

¥4,500

¥5,000

¥5,500

¥6,000

¥2,500

¥2,700

¥2,900

-

¥900

¥1,000

¥1,100

-

¥2,300

¥2,500

¥2,700

-

¥900

¥1,000

¥1,100

-

¥2,000

¥2,100

¥2,200

¥2,300

¥900

¥1,000

¥1,100

¥1,200

¥2,000

¥2,100

¥2,200

¥2,300

¥7,500

¥8,500

¥9,500 ¥10,500

1階車椅子シート

ブレイブシート25〜28番

¥7,500

¥8,500

¥9,500 ¥10,500

まぢかシート1〜4番

¥7,500

¥8,500

¥9,500 ¥10,500

2階
指定席ベンチ向

まぢかシート5〜26番

¥7,500

¥8,500

¥9,500 ¥10,500

コートサイド1列目

¥9,000 ¥10,000 ¥11,000 ¥12,000

コートサイド2列目

¥6,500

コートエンド1列目

¥9,000 ¥10,000 ¥11,000 ¥12,000

コートエンド2列目

¥6,000

¥7,000

¥8,500

¥8,000

¥9,500

¥9,000

2階
指定席ベンチ裏
2階自由席
2階車椅子シート

1 アルプス 2 アルプス 3 アルプス 4 アルプス

大人
小中高
大人
小中高
大人

小中高

信州千曲観光局

信州ブレイブウォリアーズ クラブオフィス

1 アルプス 2 アルプス 3 アルプス 4 アルプス

ブレイブシート1〜24番

①お近くのファミリーマート各店「Fami ポート」より「チケット」を選択。
②「チケット探して買う」→「スポーツ」→「バスケットボール」→「信
州ブレイブウォリアーズ」→「CN プレイガイド」
（該当の試合）の順
に選択し、購入してください。
発券手数料：110円 24時間対応（発売初日は AM 10:00〜）

店舗で購入する

レギュラーシーズンチケット価格（前売券）

¥7,500

https://t.pia.jp/

HOMEベンチ

OK

TICKET

※毎週（火）
・
（水）2:30〜5:30は、システムメンテナンスのため
お申し込みいただけません。

TEL：026-214-7022
営業時間 平日9：00〜17：30
〒387-0007 長野県千曲市屋代1821
更埴インターから車で3分、
しなの鉄道 屋代駅から徒歩10分

お問い合わせ先

（セブンイレブン更埴市民体育館前店）
TEL：026-274-2782 営業時間：24時間営業
〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下4丁目5
販売席種：2階自由席
大人 2,000円 こども
（高校生以下）900円

株式会社信州スポーツスピリット

TEL：026-261-0300
〒389-0821 長野県千曲市
上山田温泉2丁目12-10
販売席種：2階自由席
大人 2,000円
こども（高校生以下）900円

TEL 026-214-7022（平日 9:00 〜 17:30）
https://www.b-warriors.net/inquiry/

※ 2020-21 シーズンよりチケットの価格が変動する「フレックスプライス制」を導入致します。また価格グレードをアルプスと名付けております。
※こどもは高校生以下（高校生は含む）となります。未就学児は保護者の膝上観戦に限り無料。座席が必要な場合はこども価格でチケットをご購入ください。
※ 1 階・2 階車椅子シートの方は 1 名様に限り同伴者は無料でご入場いただけます。
※ 2021-22 シーズンにて会員価格はございません。前売価格と当日価格のみとなります。
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㈱サザンクロス

会員限定
Tシャツ

-BRAND LISTand more…

入会の流れ

セレクトショップ サザンクロス
【 千 曲 店 】 千曲市桜堂378-2
026-273-0156
【東急ライフ店 】 長野市吉田3-22-1 ながの東急ライフ1F 026-217-7277
フィットネス ビーライン
【サザンクロス千曲店】千曲市桜堂378-2
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026-273-0572

※いずれの店舗も
“定休日及び営業
時間”はホーム
ページから最新の
情報をご確認
ください。

Southern Cross

B-line!

