スケジュール

試合の見どころ

10/2 10/3

presents

B.LEAGUE 2020-21
B2リーグ戦 第1節
愛媛オレンジバイキングス
vs 西宮ストークス

対戦相手・西宮ストークスは昨季から継続

（金）

のフィッシャーHCによる2年目のシーズン。
選手入場

18: 10 頃

13: 10 頃

しつつ補強を行い、松崎や谷、道原といった

スターティング5

試合直前

試合直前

ベテラン選手にB1経験もある今野や福田

TIPOFF

19: 00

14: 00

トヨタカローラ愛媛 presents

ハーフタイム

ハーフタイム

21: 00 頃

16: 00 頃

フィッシャーHCの戦術を理解した選手を残

が加わった。日本人選手のアウトサイドから
のシュートを簡単に撃たせないよう、
しっか

お楽しみ抽選会

りと守って勝ちにつなげたい。

試合終了

グス ROSTER
愛媛オレンジバイキン
合流
近日

NEW
PF

NEW
SF

NEW

PG/SG

SG

坂田 央

山田 友哉

小澤 智将

           

          

         

          

1991年9月18日（29才）
193cm ⁄ 90kg
東京都出身

1998年2月26日（22才）
177cm ⁄ 77kg
北海道出身



1994年7月18日（26才）
188cm ⁄ 85kg
福岡県出身

n

Captai

NEW
C

PG

HC 庄司 和広

NEW

ユージーン・フェルプス
1990年1月23日（30才）
198cm ⁄ 111kg
アメリカ合衆国出身

（土）

SG

SG

SG/SF

俊野 佳彦

大﨑 翔太

            

        

1992年5月21日（28才）
188cm ⁄ 88kg
愛媛県出身

1998年1月23日（22才）
192cm ⁄ 90kg
島根県出身

合流
近日

NEW

PG/SG

SF / PF

PG

ライアン・ステファン

伊集 貴也

髙畠 佳介

俊野 達彦

ペリー・エリス

坂井 耀平

          

 

              

             

        

       

1994年4月22日（26才）
208cm ⁄ 113kg
アメリカ合衆国出身

1993年2月22日（27才）
180cm ⁄ 78kg
沖縄県出身

1990年3月17日（30才）
183cm ⁄ 78kg
滋賀県出身

1988年1月18日（32才）
187cm ⁄ 85kg
愛媛県出身

1993年9月14日（27才）
202cm ⁄ 100kg
アメリカ合衆国出身

1991年5月20日（29才）
167cm ⁄ 64kg
東京都出身

対戦相手

西宮ストークス

1

HC マティアス･フィッシャー

#7 SG/SF

8

3

# SG/SF
今野 翔太

# PG
松崎 賢人

182cm/82kg

178cm/70kg

9

10

アレクサンダー •ルオフ

# SG
濵高 康明

# SF
谷 直樹

# PG
渡邊 翔太

198cm/98kg

184cm/84kg

193cm/80kg

180cm/77kg

13

14

#17 C

#18 SF/PF

# PG/SG
道原 紀晃

# SF
福田 真生

アレクサンダー •ジョーンズ

デクアン •ジョーンズ

178cm/69kg

193cm/91kg

206cm/110kg

203cm/100kg

20

#22 C

#23 C

# PG
岸田 篤生

シェイク •ムボジ

劉瑾

175cm/73kg

208cm/107kg

202cm/100kg

Pick Up Player

オススメグッズ

Captain 髙畠 佳介 選手

愛媛県プロスポーツ応援特別キャンペーン対象商品

ナンバーTシャツ 5,000

円

S • M • L • LL • 3L

3,000円

自分ってこんな選手 ▶ 常に明るい
試合中ここを見て！

▶ ロングシュートとガムシャラさ
ちょっと自慢出来ること

▶ 顔の真ん中にホクロがあること

い
占いoﬃceあるかな 富久直人の選手占
周囲の変化に敏感で感受性が強く表現力があります。
感性から来る思い付きで状況に変化を与える存在
です。
シャイでナイーブな一面も持ちますが、温和な
人当たりと気遣いで場を和ませます。更に好意を受
けることで個性を発揮します。堅実な姿勢と信頼に
応える姿、チームの要となるでしょう。

お客様へのお願い

●37.5度以上の発熱がある場合、せき・頭痛・体のだるさ・のどの痛みなど風邪のような症状がある場合、味覚や嗅覚の異常・食欲不振などの体調の異常が感じられる場合、
アリーナへの
来場をご遠慮ください。
●新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、選手やチームスタッフと、
お客さまとの対面によるファンサービスを禁止させていただきます。何卒、
ご理解とご協力をお願いいたします。

アリーナ内では飛沫感染を予防するためにマスクの
着用をお願いします。マスク着用にご協力いただけな
い場合、退場をお願いする可能性もございます。
あらかじめ、
ご了承をお願いいたします。
アリーナ内では周囲の人との間隔を1〜2m空けてく
ださい。
また、お手洗い利用時などの待機列は前後の
方との距離を1〜2m空けていただくようお願いいた
します。
アリーナ内にも消毒液を設置いたしますので、
こまめな手指衛生管理をお願いいたします。

下記の行為に関しては感染拡大防止の観点から
禁止とさせていただきます。

飛沫
感染防止

接触
感染防止

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
座席番号の記録を徹底して頂くようお願いいたします。

①大きな声で歌を歌う、大きな声を出しての応援、指笛
②周囲の来場者へ向けての上記のような行動を煽る行為
③手持ちアイテムを 振る もしくは 回す 行為
（タオルマフラー、大旗含むフラッグなど）
④風船やジェット風船等の使用

指定席

必ずチケットは保管しておいてください。

自由席

半券、チケットデータの保存をお願いします。
また、
スマートフォンなどでの座席番号の撮影、
もしく
は座席番号のメモを保存するなど、
ご自身が座られた
位置を把握・保管してください。

立見席

半券、チケットデータの保存をお願いします。
また、
スマートフォンなどでの観戦したエリアの撮影、
もしくは自席番号のメモを保存するなど、
ご自身が座
られた位置を把握・保管してください。

⑤他来場者など他人とのハイタッチや肩組みなどの
フィジカルコンタクト
⑥座席の移動

何卒、
ご理解とご協力をお願いいたします。

えひめコロナお知らせネット

QRコードを読み取って！
10/2（土）

10/3（日）

来場日のQRコードを読み込むだけで、会場で新型コロナウイルス感染症の
感染者が発生した場合、感染者情報をLINEでお知らせします。
※初回は「愛媛県」をLINE友だち登録することになります。

詳細はこちら▶https://www.pref.ehime.jp/h25500/linenet.html

NEXT

）

ーム（予定
次回ホームゲ

で

16 17

10/

金

19 : 00 TIPOFF

土

14 : 00 TIPOFF

動画を見るだけで

クラブの活動資金に！
ライブ配信を見て応援しよう

松山市総合コミュニティセンター

愛媛オレンジバイキングス

は
こちらから

愛媛オレンジバイキングス
vs 群馬クレインサンダーズ
※詳しくはHPをご確認ください

パフォーマンスクルー
「SEIRENES」

で応援
試合会場 or「バスケットLIVE」
愛媛オレンジバイキングス 試合スケジュール

最新スケジュールは
こちら

※2020年9月23日時点

HOME
HOME
HOME

VS 熊本ヴォルターズ

10/10（土）14：00/11（日）14：00

熊本県立総合体育館

VS 群馬クレインサンダーズ

10/16（金）19：00/17（土）14：00

松山市総合コミュニティセンター

VS 佐賀バルーナーズ

10/22（木）19：00/23（金）19：00

愛媛県総合運動公園体育館

VS ファイティングイーグルス名古屋

10/28（水）19：00

名古屋市枇杷島スポーツセンター

VS アースフレンズ東京Z

11/7（土）15：00/8（日）15：00

愛媛県総合運動公園体育館

※試合のスケジュール、会場は
変更となる場合があります。
HPをご確認の上ご来場ください。

ホームゲームチケット
詳細はこちら

※アウェイゲームチケットについては
主幹クラブHPをご確認ください。

2020-21 SPONSOR
■ウェアサプライヤー

■プラチナパートナー

■ゴールドパートナー

■シルバーパートナー

■ブロンズパートナー （有）セイフティーテクノス （有）協栄電機 （公）松山観光コンベンション協会

未来こども園・未来夢こども園・いよ未来こども園 （株）村田 （株）松山建装社

菓匠 うつぼ屋 （株）セキュリティエヒメ （有）杉山輪業

すしえもん 宇和島運輸フェリー 山陽物産
（株）（株）
アテックス アールエフキャリア
（株） 松山ヤクルト販売
（株） 伯方の塩 （株）
明屋書店 ABC開発
（株）（株）
カライス （株）
ビケン コムシス
（株）（株）
杉野工務店
（株）
ビルド商会 （株）サナス （株）
カナン・ジオリサーチ

愛媛信用金庫 栗田電機（株） フジエンタープライズ（株）（株）一宮工務店

マクドナルド
（株）AZUMI （株）プランニング・クルー （株）高市建工
■パートナー

アカマツ（株） （株）焼肉大山

損害保険ジャパン
（株）
愛媛支店 （株）小倉葬祭社 （医）重信クリニック （株）
マプト

上田消防建設（株） （同）ボーダー

松山容器（株） （医）矢野内科 （有）持田不動産 （株）
ベルモニー （株）キクノ 四国乳業（株）
（らくれん） （株）野中経営

JAF愛媛支部 （株）
よんやく 石田クリーニング
（株） 南海測量設計（株）（株）
イープレス （株）
クリアエアナブキ

占いoﬃceあるかな

山田屋まんじゅう （株）
イオタオーエーシステム

松山元氣倶楽部 フジサワテクノス（株） 社会保険労務士法人アライズ

介護付有料老人ホームエデンの園 （株）
アステティックスジャパン
■サプライヤー

大塚製薬（株） だいふく整骨院

ザムスト

ニチバン（株） 別子飴本舗 （株）エーシー

株式会社エヒメスポーツエンターテイメント
お問い合わせ

TEL：089-934-2355（平日9:00〜18:00 ※ホームゲーム翌日は休業） FAX：089-934-2344
info@ehime-sports.jp 公式ホームページ https://orangevikings.jp/

愛媛オレンジバイキングス
SNSでチェック！

検索

@orangevikings

