
◀チームの最新&選手情報をチェック！

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2-4-14 東邦ビル2F
Tel：03-6892-4343(平日10-17時)　Mail：info@eftokyo-z.jp

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です。大田区総合体育館をホームアリーナとし、アットホームで温
かい雰囲気かつ、お子様のいるファミリーにも楽しんでいただけるような空間創りを心がけています。

＠eftokyoz
＠eftokyoz
＠earthfriendstokyozeftokyoz

Twitter 公式YouTube

アースフレンズ東京Z

新しい時代がやってきた。沈んだ世の中と低迷した成績。浮上するしかない。
まだ見たことのない世界に向かって進み続ける。そして最後には
“Victory”を掴み、全力の “Vサイン”をしたい。[2021-22シーズンスローガン]



GAME DAY  PROGRAM

Vol.0210.24
10.23 sat

13:30

sun
15:00 アースフレンズ東京Z vs ファイティングイーグルス名古屋 大田区

総合体育館

B.LEAGUE 2021-22 SEASON  EARTHFRIENDS TOKYO Z

コロナの影響で夏休みを楽しむことができなかったお
子様に、夏の思い出作りをして欲しいという想いから、

「Z 開幕祭」と称してお祭りの楽しい雰囲気で会場を
盛り上げます！ Z 開幕祭は今節まで♪存分にお楽し
みください！

今節の対戦相手は、強豪・FE 名古屋。FE 名古屋は、昨シーズン B2
得点王の #0 アンドリュー・ランダル選手、B2 アシスト王の #11 石川 
海斗選手、優勝チーム群馬のゴール下を支えた #41 ブライアン・クウェ
リ選手、B2 日本人 3P 王の #18 相馬 卓弥選手、そして B1 名古屋 D
より #21 笹山 貴哉選手を獲得し、実績十分なロスターを揃える。

能力をベースに戦う FE 名古屋に対し、我が東京 Z はなんと言ってもチー
ムバスケット！全員で攻め、全員で守り、全員で補うーーー。
ウーゴ HC 中心に組織力・チーム力で個性豊かなタレント集団に挑みま
す！会場の皆さんも一丸となって戦いましょう！

タレント揃いのFE名古屋にチームで挑む！

TIME SCHEDULE / スケジュール

12:55

 

14:23

13:30

ハーフタイム

第3-4Q

15:30頃

Zgirls &  Zgirls next オープニングパフォーマンス

両チーム全選手紹介

スターティング5紹介

試合開始

Zgirls & Zgirls next パフォーマンス

焼肉 乃助 presents シュートチャレンジ！

GO GOタイム！

東京Z応援歌

試合終了予定

14:25

 

14:53

15:00

ハーフタイム

第3-4Q

17:00頃

Zgirls &  Zgirls next オープニングパフォーマンス

両チーム全選手紹介

スターティング5紹介

試合開始

Zgirls & Zgirls next パフォーマンス

焼肉 乃助 presents シュートチャレンジ！

GO GOタイム！

東京Z応援歌

試合終了予定

PARTNER
応援いただいている
企業の皆さま

HOME ROSTER&AWAY ROSTER / 選手をチェックしよう！

10.23
sat

10.24
sun

▼HOME ROSTER ▼AWAY ROSTER

HC  川辺泰三

#0 アンドリュー・ランダル SF

#1 宮崎 恭行 PG

#3 エヴァンス ルーク PF

#6 林 瑛司 SF

#10 会田 太朗 PF

PG

#12 野﨑 零也 SG

#11 石川 海斗

#18 相馬 卓弥

#21 笹山 貴哉 PG

#45 鹿野 洵生 SF

#22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF

SG

#41 ブライアン・クウェリ C

※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。

※タイムスケジュールは変更となる場合があります

①生年月日　②出身地　③出身校　④身長/体重

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。
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。

お誕生日おめでとうございます！いつも温かい応援をありがとう
ございます。沢山のブイサインが生まれるよう、みんなで一丸とな
り熱く戦いましょう！素敵な1年をお過ごしください♪

HAPPY BIRTHDAY!

PRESENT&EVENT / 豪華商品をもらおう！楽しいイベントも盛りだくさん！

試合を通して活躍すると思う選手
を予想しよう！見事当てた方に抽
選でプレゼント！

TEAM-Z会員限定！シュートを決
めて賞品GET!TEAM-Zブースに
て挑戦者受付中！

※敗戦時：MOM(Man of the Match)

ヒーロー投票

[ハーフタイム終了まで！] [ハーフタイム] [ハーフタイム] [第3〜4Q] [試合後、約30分後]

シュートチャレンジ

後半に向けて音楽に合わせて手
を叩いて盛り上がって選手にエー
ルを送ろう！抽選でプレゼントが
当たるかも！？

GO GO タイム！

応援歌に合わせて手拍子
で盛り上げ、第4Qを迎え
よう！

「東京Z応援歌〜青き情熱〜」

歌詞は、観戦ガイド
「P.27」をチェック！

試合後約30分後からは、選手と試
合の振り返りや交流等をオンライ
ン(Engate)にて行います★

Z GREETING

協賛：乃助(有限会社関谷空調) 様 ※会員登録＆イベントエントリーのみで
　誰でも無料で視聴いただけます！

お食事券¥��,���

10.24
sun

「今日のヒーロー」
と送って投票！

@eftokyoz

GOODS / オフィシャルグッズ TEAM-Z / オフィシャルファンクラブ

推し選手の応援に！
プレーヤーZタオル
 1,500円(税込)

推し選手の応援に！
Zユニ2021-22
 6,500円(税込)

※タオルは11月以降も販売予定です!

※Zユニ2021-22は11月以降も販売予定です!

選手が描いたピースサイン入り
ブイ！ネームキーホルダー
1,200円(税込)

お土産にもおすすめ
Zウォーター
300円(税込)

今シーズン初の来場で

「プレーヤーZタオル」
先着700名様にプレゼント！

今節までの会場限定グッズ・企画をご紹介！

11.10 WED
19:00【大田区総合体育館】

Tシャツ・会員証・観戦チケットなどの
通常特典だけでもお得！プラスで
今シーズンは来場特典ももらえる！

西宮ストークス

オンラインショップでも
グッズ発売しています！

グッズを身につ
けて熱い応援を
お願いします♪

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

詳細や入会お申し込みは
WEBサイトからも受付中

TEAM-Zで
お得に楽しく
観戦を楽しもう！

https://eftokyo-z.jp/fanclub/plan/����/

どの選手が
当たるかは
お楽しみ！

ブイブイ
Zポーズ！

バスケットLIVE
新規登録&視聴が東京Zの支援になる！

臨場感溢れる試合をライブ配信で楽しもう！

応援ハリセン全員プレゼント！
バスケットLIVEブースで新規登録or
入会済の方は画面提示にて！

https://stn.mb.softbank.jp/F4R6B

MC Ume、DJ Toshiki、そして昨シーズ
ンから加わったオルガン奏者マーシャ
畔上が会場を盛り上げます！
B.LEAGUE 初 !? オルガンの生演奏も
必見です★

皆さまの応援をリードする専属チ
アリーダー！試合間のパフォーマ
ンスもお楽しみに★どんな時も
笑顔とパワーをお届けします！

Team Ume

Zgirls & Zgirls next

公認応援団長
ガッピー NEXT GAME

会場 会場のチケットブースにて！
電話 03-6892-4343
WEB QRコードまたはURLから！

https://bleague-ticket.psrv.jp

チケットは前売券がおトク！

詳しい選手情報
は観戦ガイドで！

第2弾第2弾

第2弾第2弾

さん

岩本 航季 さん

10.24SUN

瀧澤 光太郎

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策

当面の間、禁止と
させていただきます。試合後最低14日間の

チケット半券確保

大きな声で歌を
歌う、大きな

声を出しての
応援、指笛

周囲の来場者へ
向けて左記の
ような行動を

煽る行為

手持ちのアイテム
を“振る”
もしくは

“回す” 行為

風船や
ジェット風船等

の使用

ハイタッチなど
お客様同士

の接触

座席の移動
※全席指定席

となります。

選手とのハイタッ
チや握手、プレゼ
ントの受け渡し

インフォメーションブースでプレゼント
のお預かりを承っております!

お誕生日おめでとう
ございます！今節も
一緒に戦いましょう!!

10/22が誕生日の
#10 ビリシベ 実会選手★→

 HC  1  2  3  7  10  13

 14  21  22  24  25  27

PG/SG PG/SG PG/SG C SF

SGPG PF SG PF/C PF

PF/C

ホアン・ゴメス・デ・リアノ
①1999/11/19 
②フィリピン
③フィリピン大学
④186cm/84kg

栗原 翼
①1997/8/16  
②神奈川県 
③関東学院大学
④182cm/87kg

マーク・バートン
①1998/1/30
②神奈川県
③ファイエットビルステイツ大学 
④182cm/74kg

ジョシュア・クロフォード

山ノ内 勇登 ウィリアムズ

①1988/5/11 
②アメリカ
③インディアナ州立大学
④211cm/111kg

ビリシベ 実会
①1996/10/22 
②愛知県 
③大東文化大学
④190cm/95kg

坂井 レオ
①1993/8/29 
②大阪府 
③京都産業大学
④195cm/102kg

久岡 幸太郎
①1997/1/4 
②群馬県 
③中央大学
④180cm/81kg

増子 匠
①1991/1/9 
②埼玉県 
③神奈川大学
④187cm/89kg

マーク エディ・ノエリア
①1993/2/5 
②アメリカ
③フロリダ ガルフ コースト大学
④203cm/99kg

①2003/5/27
②福島県
③リベット・アカデミー(高校)
④207cm/104kg

 34
SG/SF

宮越 康槙
①1996/11/15 
②愛知県
③拓殖大学
④189cm/88kg

ウーゴ・ロペス
①1975/7/29
②スペイン

パット・アンドレー
①1997/12/26 
②アメリカ
③リーハイ大学
④203cm/102kg

髙木 慎哉
①1997/9/10 
②長野県 
③大東文化大学
④187cm/84kg

推し買い企画！
10月ホームゲームでプレイヤーZタオル +
 ブイ！ネームキーホルダーを一緒にご購入で、
 選手イラストステッカー5枚プレゼント！

10月ホームゲームにZユニ2021-22のご購入で
 限定オリジナル色紙プレゼント！

笑顔
でVサイン!

Z開幕祭
限定企画！

Z開幕祭
限定企画！

Z開幕祭
限定商品！

(商品の選手はバラバラでもOK！)

VS

小・中学生
無料招待あり！

先着60名様!

「プレーヤーZタオル」を掲げて
選手を後押ししよう！

「ブイブイZポーズ」で
気持ちを1つにしよう！

「ブイ！ブイ！タオル」を掲げて
互いに健闘を讃えよう！

オープニングセレモニーの東京Z全
選手入場時には、「プレーヤーZタオ
ル」を掲げて、選手を後押ししよう！

オープニングセレモニーの最後は
定番Zポーズと、シーズンスローガ
ンのVポーズにちなんだ「ブイブイ
Zポーズ」で気持ちを1つに！

試合後セレモニーの最後は、ブイ！ブ
イ！締め！「ブイ!ブイ！タオル」を掲げ
て選手、ファンの皆さま、互いに健闘を
たたえましょう！

こちらからの新規登録で
東京Zの支援になります！


