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コート上では常に走り回り、果敢にゴールへ向かっていく山口。ベンチでは誰よりも声をあげ、
大声で仲間へのエールを送り続ける。
山口の魅力は、「想いの強さ」だ。バスケや勝利に懸ける想いはもちろん、支えてもらっている
家族への想い、共に戦う仲間への想いが、山口の姿から強く感じ取ることができる。そんな想い
溢れる姿が、「応援したい」と観ている人の心を熱く魅了するのだ。
今節の相手は、古巣である金沢武士団。昨シーズンを共に戦ってきた仲間との対戦は、より山
口の想いを強くすることだろう。リモートゲームの二日間だが、そんな山口のエナジー溢れる
姿に注目したい。
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TOKYO HACHIOJI BEE TRAINS ROSTER
①身長　②体重　③生年月日　④出身校　⑤出身地　@Twitterアカウント　＠Instagramアカウント東京八王子ビートレインズ 選手紹介

上田 雅也
①177cm　②75kg　③1993.5.8
④立命館大学　⑤山口県

@B_Masaya0
@masaya_ueda_0

トレンチー
③9.26　⑤八王子市

@trenchy802

SG
Masaya Ueda00

山口 健大
①182cm　②77kg　③1994.10.30
④東洋大学　⑤神奈川県
@take2yamaguchi
@yamatake02

SF
Takehiro Yamaguchi22

亀崎 光博
①189cm　②82kg　③1986.10.7
④柏高等学校　⑤千葉県
@kamezaki3

SF
Mitsuhiro Kamezaki33

佐野 隆司
①187cm　②87kg　③1992.4.10
④駒澤大学　⑤茨城県
@sanotchii

SF
Takashi Sano66

山梨　歩
①172cm　②75kg　③1996.7.20
④拓殖大学　⑤静岡県

@Ayumi Yamanashi
@goals_jm11

PG
Ayumi Yamanashi1111

地久里 謙成
①187cm　②82kg　③1992.1.30
④天理大学　⑤鹿児島県

@kensei14
@j.kensei14

SF
Kensei Jikuri1414

大金 広弥
①180cm　②74kg　③1989.12.21
④国際武道大学　⑤茨城県
@oganehiroya
@oganehiroya77

PG
Hiroya Ogane7777

大城 侑朔
①180cm　②80kg　③1995.3.1
④日本体育大学　⑤沖縄県
@_1yusaku 
@yuuuuusakuuu

PG
Yusaku Oshiro9999

ニヨキゼラ・イーヴェ
①199cm　②103kg　③1993.8.15
④天理大学　⑤ブルンジ
@niyoking

C
Niyokwizera Yves1818

留学実績選手

澤地 サミュエル ジュニア
①186cm　②96kg　③1990.1.5
④ゴードン大学　⑤神奈川県

@Tokyodrift54
@Tokyodrift54

PF
Sawaji Samuel Jr.5454

日本国籍

青木 ブレイク
①202cm　②100kg　③1993.11.13
④ニューヨーク市立大学シティカレッジ　⑤アメリカ合衆国

@Royalmarksman15
@Royalmarksman_15

PF
Blake Aoki1515

日本国籍

石橋 貴俊
③1968.9.26　⑤北海道

HC
Takatoshi IshibashiHCHC

@kenou210
@bigbashi

山口 力也
①178cm　②65kg　③1996.2.25
④沼津中央高等学校　⑤青森県
@ricky22596
@ricky22596

SG
Rikiya Yamaguchi2525

フォファナ ママドゥ
①185cm　②81kg　③1998.1.9
④日本工学院八王子専門学校　⑤東京都
@fmamadou19
@ma.madou971

SF
Fofana Mamadou1919

日本国籍

ジョセフ・ウォルフィンガー
①213cm　②103kg　③1985.10.8
④シタデル大学　⑤アメリカ

C
Joseph Wolfinger2424

外国籍
@WolfingerJoe
@wolfingerjoe

● リーグエントリー
1クラブがリーグエントリーできるの
は、スタッフ8名以内、選手10名以上
15名以内である。
15名のうち、外国籍選手3名以内、帰
化選手またはアジア特別枠選手のい
ずれか1名以内、帰化申請中選手また
は留学実績選手のいずれか1名と契
約（登録）することができる。
上記とは別枠で、特別指定選手は2名
登録できる。

● 試合エントリー
試合エントリーは、B3リーグにリーグ
エントリーをしているスタッフ、選手
が行なうことができる。スタッフはB級
コーチライセンス以上を取得してい
るヘッドコーチを含む８名以内、選手
は10名以上12名以内が試合エント
リーすることができる。

エルハジ アッサン ジョブ
①200cm　②103kg　③1992.1.10
④オースティン・ピー州立大学　⑤セネガル

C
Diop Elhadji Assane55



ヘッドコーチ交代から約1ヶ月が過ぎ、速い展開のバスケットにも少しずつ慣れてきた我らがトレインズ。
オフェンスでは、アップテンポの勢いそのままに、さらに精度を高める事が課題となっています。スピードあるプレーと雑なプレー
との違いをしっかり差別化し、速くても正しいスペースとタイミングをとって、より高い確率でシュートを沈める必要があります。
ディフェンスでは、「個」としての強い守りと、「チーム」としての堅い守りとを融合させる事に取り組んでいます。練習では選手一
人ひとり声を出し合い、素晴らしいコミュニケーションが取れているので、良い流れにあると言っていいと思います。
先日のホーム岐阜戦では、1日目は良い粘りで勝利を掴んだものの、2日目は終始受けに回ってしまい敗れてしまいました。悔しい
負けでしたが、そこから本当の激しさを身体に染み込ませるため、厳しい練習を繰り返しています。芯の通った足の強さが戻ってく
れば、トレインズ自慢のシューター陣が何度もネットを揺らしてくれるはずです。
相手は金沢武士団。#24マレー選手を筆頭にガード陣の得点力が高く、小さいながらも巧みな#14冨岡選手など波に乗せると怖
いチームです。さらにシュート力のある日本人ビッグマン#10髙橋選手にも注意しなければなりません。3月のアウェー戦では連勝
していますが、決して油断せず、攻撃的にゲームを進める事が重要になってきます。
今回は無観客試合という事で、皆様に会場で応援してもらう事は出来ませんが、八王子魂とファンの方たちの念を背中に、全力
で勝利を掴み取りにいきます！！！
画面越しでの熱い応援、よろしくお願いいたします。

KEY OF THE GAME 石橋貴俊石橋貴俊ヘッドコーチヘッドコーチ
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Yuki Matsuya
Hikaru Yamashita
Ren Nagashima
Kohei Takahashi
Kotaro Suda
Kota Yamamoto
Daichi Tomioka
Takahiro Shimoyama
Elimane Pouye
Yutaka Suzuki
Takuya Nakajima
Yusuke Kodera
Andre Murray
Hiroto Tamada
Shodai Tanaka

松屋 佑季
山下 　輝
長島　 蓮
髙橋 浩平
須田 昂太郎
山本 浩太
冨岡 大地
下山 貴裕
プイ エリマン
鈴木　 豊
中島 卓也
小寺 裕介
アンドレ・マレー
玉田 博人
田中 翔大

金沢武士団

HC  飴谷健士朗
Ametani Kenshiro
※4/28（水）時点

選手たちに

応援メッセージを

届けよう！

5/7… #がんばれトレインズ0507
5/8… #がんばれトレインズ0508
5/7… #がんばれトレインズ0507
5/8… #がんばれトレインズ0508

＼ハッシュタグをつけてツイートしてね！／＼ハッシュタグをつけてツイートしてね！／

Twitterで「#がんばれトレインズ日付」をつけて
投稿すると、MC粕谷さんが皆さんに代わって
会場で選手へのメッセージをお伝えします！
リモートでも、選手へ応援を届けて勝利を掴もう！！
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あなたの応援メッセージを書き込もう！　「ここはがんばって欲しい！」という時に、高く掲げてください！
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おウチ時間、リモート応援をもっと楽しく！

今節トレンチーはお休みです

ブレンチーブレンチー マスクンチーマスクンチー オネムンチーオネムンチー チカインチーチカインチー
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はやくみんなに
あいたいなぁ…
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ゲット！ >>
ここから
ゲット！ >>

Tシャツ タオル

リモート応援

お
うち

で一
緒に応援しよう！

＼残りわずか／

＼女子人気No.1！／ ＼802=八王子！／ ＼八王子の街／
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＼線路になってます！／

5/14・
15は今

シーズ
ン

最初で
最後の

東京ダ
ービー

！

＼　　　　
　　　　　

／

＼離れてても推しを応援！／
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東京八王子ビートレインズ チアリーダー東京八王子ビートレインズ チアリーダー
東京八王子ビートレインズという電車にブースターという
お客様を乗せて、勝利へ導く道標となるチアリーダーを

目指して、RAIL(線路）＋LEAD(案内する）
＝RAILY’S（レイリーズ）
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＼ 教えて！Raily's ／＼ 教えて！Raily's ／
コロナが収束して初めてのオフ！何したい？？コロナが収束して初めてのオフ！何したい？？
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スイーツビュッフェに行きたいです♡
自分へのご褒美にエネルギーを
チャージしたいです♪
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友達に会いたいです♡
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コスメのテスターを使ったり…♡
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日本100名城&神社めぐり！
歴女活動を再開して、SNSで
みなさんに紹介したいです♡
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HIMEHIME  SERINA SERINA

KOTONEKOTONE HITOMIHITOMI YUURIYUURI

マスク無しのメイクを楽しみたい！
リップやチークが映えるメイクを
してお出掛けしたいです♪

マスク無しのメイクを楽しみたい！
リップやチークが映えるメイクを
してお出掛けしたいです♪

海外旅行！
バリ島に行く予定があったので
次こそは南国でゆっくりしたいです！

海外旅行！
バリ島に行く予定があったので
次こそは南国でゆっくりしたいです！

メンバーみんなで食事をする
こと！今シーズンは全員で集まる
事ができなかったのでメンバーと
ご飯を食べに行きたいです♡

メンバーみんなで食事をする
こと！今シーズンは全員で集まる
事ができなかったのでメンバーと
ご飯を食べに行きたいです♡

国内旅行に行きたい☆
美味しい物を食べて、景色の
綺麗なところでリフレッシュ
したいです！！

国内旅行に行きたい☆
美味しい物を食べて、景色の
綺麗なところでリフレッシュ
したいです！！

メンバーを乗せてドライブ♪
海やお花畑に行ってリフレッシュ
したいです！しっかり運転練習
しておきます♡

メンバーを乗せてドライブ♪
海やお花畑に行ってリフレッシュ
したいです！しっかり運転練習
しておきます♡

 Sayaka Sayaka
ディレクターディレクター

八王子のうた
作詞：ヒロミ、はなわ
作曲：はなわ

八王子出身芸能人が集う八王子会を主催するなど、八王子を日本中へPRしている、八王子出身タレントのヒロミさん。
そんなヒロミさんが「もっと八王子を盛り上げたい！！」という想いから発表したのが「八王子のうた」です。八王子会のメンバーたちが歌う
メロディーにのせた、Raily’sの新パフォーマンスをお楽しみください♪(第1Qと第2Qの間です)
八王子ビートレインズ公式youtubeチャンネルから動画をチェックして、一緒に踊ろう！ハチ・ハチ・八王子～～～♪

八王子の人に捧げる
「八王子のうた」
聞いてね！

＼   　    ／

はなわ＆ビートレインズの
「八王子だョ！全員集合」
芸人のはなわと八王子ビートレインズがお笑い、バスケ、歌など、
ジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていく番組。
★パーソナリティ／はなわ　ヒロミさんと一緒に作った
　　　　　　　　 「八王子のうた」が話題に！
★放送／毎週木曜日19:00～19:25(再放送日曜朝８:30～)
★放送局／Tokyo Star Radio 77.5MHz(八王子エフエム)

大好き!八王子活動

選手・スタッフと、地域の皆さんや
八王子市のためにできることは何か？を
話し合った末に始まった「大好き！八王子活動」。
ゴミ拾い活動や、学校訪問活動を実施しています。

「#八王子全員集合」をつけて、ラジオ応援メッセージ、八王子のうたの感想を送ってね！「#八王子全員集合」をつけて、ラジオ応援メッセージ、八王子のうたの感想を送ってね！



PARTNER

トレインズアカデミートレインズアカデミー

お申込み・お問い合わせお申込み・お問い合わせ
一般社団法人トレインズアカデミー無料体験随時受付中無料体験随時受付中

トレアカちゃんねる
Youtube トレアカちゃんねる 検索
Youtubeで練習メニュー配信中！

＼ 要チェック！ ／

バスケットボール
スクール
バスケットボール
スクール

＠trainsacademy.kidscheer
fb.me/trainsacademy

活動内容が見れる
公式Facebook&
公式インスタグラムも要チェック！

チアダンス
スクール
チアダンス
スクール

vs. さいたまブロンコス
エスフォルタアリーナ八王子(メイン)

5.21
5.22

fri.
18:30
sat.
14:00

NEXT HOMEGAME

ジュニア会員
トレインズファミリー 2020-21会員募集中!会員募集中!

トレインズファミリーのジュニア会員にご入会いただくと、もれなく「子ども
定期券」をプレゼント！ホームゲームの初回来場時に、専用ブースで会員
マイページ画面もしくは申込書控えをご提示いただくと、子ども定期券を
お渡しします。
詳しくは、公式Webサイトをご覧ください！

vs. 鹿児島レブナイズ
エスフォルタアリーナ八王子(メイン)

5.28
5.29

fri.
18:30
sat.
13:00

日本ビテイリース株式会社
Presents

Presents




