Go Forward

B.LEAGUE 2020-21 SEASON

GameDay
Program

しょう！
最 後まで共に戦いま

VOL.17 4.28
(WED)

アースフレンズ東京Z VS

EARTHFRIENDS TOKYO Z

山形ワイヴァンズ

皆さまのご自宅が会場です！

いつも TEAM-Z で熱い応援ありがとうございます！
これからも共に前進していきましょう！
あなたにとって素敵な 1 年となりますように★

＜4/28＞
長井 延裕さん

田代 煌晟さん

※オフィシャルファンクラブ「TEAM-Z」の特典で、試合日がお誕生日の方をゲームデープログラムに掲載しております。
また、掲載は制作の都合上試合日の約 1 ヶ月前には締め切りとさせていただいております。掲載をご希望の方は、
余裕を持ってご入会いただきますようお願いいたします。

大山 梨々香さん

NEXT GAME

EVENT

2020-21 SEASON SLOGAN

TEAM-Z 会員様限定！

Z GREETING / YouTube LIVE

画面越しに盛り上がろう！

GO GOタイム!

4/28（水）

試合後の選手が登場！

VS

思いもよらぬB .LE AGUEの中断により、
道半ばで途 絶えた2019 -20シーズンの東 京 Z物 語。
それでも我々の挑 戦は止まらない。

アースフレンズ東京Zとは、城南エリア(大田区、品川区、世田谷区、目

5/1 SAT 17:00
5/2 SUN 14:00

全てはファン・地 域のみなさまの歓びのため、

黒区)をホームタウンに、Bリーグで戦うプロバスケットボールチーム

新たなエンターテイメントを創り出し、勝 利をつかみとる。

です。大田区総合体育館をホームアリーナとし、お子様のいるご家

今よりも前へ！一 歩でも前へ！誰よりも前へ！

族の方にも楽しんでいただけるアリーナ創りを心がけています。

この町と共に

試合終了後から 15 分間、選手による試合の振り返りやファンの皆様との交流タイムなどを行い
ます！ ( 対象：プラチナ・ゴールド・シルバー・レギュラー・ジュニア・ファミリー会員様 )
※アーカイブ映像は一般公開させていただきます。

GO FOR WA RD！
布中！
イド配
観戦ガ
報は
選手情
ク！
詳しい
チェッ
イドを
ガ
戦
観

HOME & AWAY ROSTER / 選手を紹介！

Z応援歌

ONLINE PV

アースフレンズ東京Z

山形ワイヴァンズ

HC 東頭 俊典

#2
#4
#8
#10
#13
#14
#17
#21

栗原 翼 (PG/SG)
関東学院大学/神奈川県/180cm

ケイン・ロバーツ (PG/SG)
サンタマルガリータ・カトリック高校/神奈川県/187cm

紺野 ニズベット 翔 (SG/SF)
サウスイーストコミュニティ大学/ニュージーランド/192cm

岡田 優介（SG)
青山学院大学/東京都/185cm

坂井 レオ (C/PF)
京都産業大学/大阪府/195cm

#24
#32
#33
#41
#52

髙木 慎哉 (SG)
大東文化大学/長野県/187cm

ナンナ・エグー (C)
イリノイ大学/ナイジェリア・アメリカ合衆国/211cm

カイル・バローン
（PF/C）
アイダホ大学/アメリカ合衆国/208cm

輪島 射矢 (SG)
アップルスポーツカレッジ/北海道/ 176cm

アレクサンダー・ジョーンズ (PF)
シアトル大学/アメリカ合衆国/206cm

久岡 幸太郎 (PG)
中央大学/群馬県/180cm

綿貫 瞬 (PG)
神奈川大学/神奈川県/178cm

増子 匠 (SG)
神奈川大学/埼玉県/187cm

#1 中島 良史 (PG/SG） #22 ランス・グルボーン (SF/PF)
#4 和田 保彦 (PG/SG) #26 上杉 翔 (SF/PF)

東京Zのエンターテインメント陣が
みなさんの想いを胸に会場を盛り上げます！

みんなでわいわいZOOM 観戦！

オンラインPVへご参加の皆さまも、
応援ありがとうございます！
緊急企画となりましたが、
お楽しみいただけたら嬉しいです♪
試合解説：岩井貞憲元U15HC

MC Ume & DJ Toshiki

#33 キース・クラントン (C)

#7 ナナー ダニエル弾（PF） #37 河野 誠司 (PG)

Zgirls

Zgirls next

B.LEAGUE初!?オルガンの生演奏!

#5 柳川 龍之介 (SG/SF) #28 川邉 亮平 (SF)
#6 新号 健 (PG）

引き続き無観客での開催ですが
応援よろしくお願いいたします。

ENTERTAINMENT

HC ミオドラグ・ライコビッチ

#0 アンドリュー・ランダル (SF） #17 飯田 遼 (SG/SF)

バンビシャス奈良

東京Zのエンターテインメントが誇る"Team Ume"
に今シーズンから新たにメンバーが加わった！彼
女の名は "マーシャ畦上" 。
B.LEAGUE初!本場の雰
囲気そのままに本日もオルガンの生演奏で盛り
上げ、
画面の前の皆さまにお届けいたします！

GOODS
最終節のZメッセージ募集中！
[4/30(金)12:00まで！]

5/1よりグッズキャンペーンもスタート！
[5/1(土)16:00〜5/5(水)23:59]

#10 鶴田 美勇士 (PF/C)

東京Z 公認応援団長ガッピー

観戦ルールに基づき自粛中…

オンラインショップ
はこちらから！

#11 秋山 熙 (PG)
※当日の登録状況によって変更が生じる場合がございます。

https://www.bleague-shop.jp/ez/

TIME SCHEDULE
4/28 WED
17:25
17:53

スター ティング 5 紹 介

18:00

▶試合開始

＜ハーフタイム＞

Z g i r l s & Z g i r l s n e x t パ フォーマンス
Z メッセージ をM C U m e がお届 け！
G O G O タイム !

＜第3Q-4Q＞

東京Z応援歌

20:00頃

試 合 終了予定
※タイムテ ーブル は 変 更 になる 場 合 がございます。あらかじめご 了承ください。

PARTNER

TEAM INFORMATION

Z g i r l s オープニングパフォーマンス & 全 選 手入場

東京Z 公式WEBサイト
「応援機能」のファイヤーボタンを押して
チームや選手を応援しよう！

バスケットLIVE
17:55〜配信開始

https://eftokyo-z.jp

チームの最新情報や、お得な情報を
お届け！公式LINE 限定写真も配信中！

お友達追加
はこちら！

Z
東京Zからの
会員登録増加↑

登録数・視聴数
リーグ内上位！

配分金分配率UP!
チーム強化資金UP!

ソフトバンクユーザー・ワイモバイル会員は
eftokyoz

eftokyoz earthfriendstokyoz

問い合わせ先：アースフレンズ東京Z 事務局
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-22-20 POOLDUCKビル4階
電話：03-6892-4343（平日10：00-17：00）メール：info@eftokyo-z.jp

追加料金なし！

「ライブ配信」や「見逃し配信」をバスケット LIVE でお楽しみ
いただきながら、東京 Zを応援していただけますと幸いです！
こちらからの登録で東京Zの新規登録者としてカウントされます ! ▶

