小特集

Basket Island

鹿児島を籠・島 に！
カ
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バスケット ・ アイランド

プロバスケの熱戦が鹿児島で繰り広げられる！
鹿児島が誇るプロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」。
今秋、新たに開幕した男子プロバスケットボールリーグ BリーグのＢ２
（2 部）に参戦し、B2 での優勝を目指して戦っています。
鹿児島で繰り広げられる、プロバスケットボールの迫力と感動、熱
気あふれるダイナミックな戦い――。男たちが熱き薩摩魂で、勝利を
目指します !

バスケットボールと丸十紋をモチー
フに、鹿児島県全体を表現。黒をベー
スに、左右に薩摩半島・大隅半島を
なぞり、赤は燃える桜島を、金は金星
（価値ある勝利）をイメージしたロゴ
マークです。
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小 特 集

鹿児島レブナイズの歩み

旧レノヴァ鹿児島 時代

※J B L 2 ：日本バスケットボールリーグ２部機構
N B L ：ナショナル・バスケットボール・リーグ
NBDL：ナショナル・バスケットボール・デベロップメント・リーグ
bjリーグ：日本プロバスケットボールリーグ

鹿児島教員クラブを母体とし、2008年
「レノヴァ鹿児島」

J BL２（後の ※
に名称を変更。※
NBDL）では、2012ー

2013シーズンに２位という好成績を収め、その後Ｂリーグ

参入に伴い、チーム名を鹿児島レブナイズへ変更しました。

チーム名の由来

鹿児島レブナイズは、旧チーム名であるレノヴァ鹿児島の

B3

18 チーム

伝統と意志の継承を表す「ＲＥ」
と、薩摩の飾らない強い男を意

B2

18 チーム

味する「不二才（ぶにせ）」＝ＢＵＮＩＳＥを融合。

B1

18 チーム

チームカラーは、黒、赤、金の３色で、鹿児島の黒をメインカ

日本最高峰の男子バスケットボールリーグ B.LEAGUE
が今秋開幕！本リーグは、NBL※と bj リーグ※を統合し
た、新たな男子プロバスケットボールリーグです。B1・
B2 のほか、B リーグ入りを目指すチームによる B3 があ
ります。鹿児島レブナイズが所属する B2 では、全国各地
の 18 チームが 8 ヶ月間の熱いシーズンを戦い抜きます。

ラーとして、赤と金でレノヴァの意志の継承を表しています。

Bリーグについて

Go go
REBNIS
E!

地域貢献活動

スペシャルサポーター

バスケットボール教室や、地域のイベントに参加し、地元に
根付いたクラブを目指しています。

試合日程

（ホームゲーム）

結成５年目を迎えた、鹿児島レブナイズの専属チアダンス
チーム Redy Luck（レディラック）。選手とサポーターの皆
さんに笑顔を届けます！

鹿児島レブナイズがついに始動！クラブの新たな歴史の幕開けとなる見逃せない戦いです。
会場だからこそ伝わる迫力と一体感、感動と興奮の熱き試合を、ぜひ体感してください。
鹿児島レブナイズの応援をよろしくお願いします！

日 時

試 合

会 場

11/19（土） 18:00

鹿児島レブナイズ VS 愛媛オレンジバイキングス

鹿児島アリーナ

11/20（日） 13:00

鹿児島レブナイズ VS 愛媛オレンジバイキングス

鹿児島アリーナ

1 2 / 2（金） 19:00

鹿児島レブナイズ VS 島根スサノオマジック

霧島市国分体育館

1 2 / 3（土） 15:00

鹿児島レブナイズ VS 島根スサノオマジック

霧島市国分体育館

12/17（土） 18:00

鹿児島レブナイズ VS 岩手ビッグブルズ

姶良総合運動公園体育館

12/18（日） 14:00

鹿児島レブナイズ VS 岩手ビッグブルズ

姶良総合運動公園体育館

※年明け以降の試合情報は鹿児島レブナイズの WEB サイトをご覧ください。
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チケットのご案内
「チケットぴあ」、
「ローソンチケット」、鹿児島レブナ
イズの WEB サイトから購入できます。また、鹿児島
レブナイズの事務局や会場での購入も可能です。

席 種
２Ｆ自由席（大人）

前売り

当 日

2,000 円 2,500 円

２Ｆ自由席（大学生・18 歳以下） 1,500 円 2,000 円
１Ｆ自由席（大人）

3,000 円 3,500 円

１Ｆ自由席（大学生・18 歳以下） 2,000 円 2,500 円
１Ｆ指定席

4,500 円 5,000 円

選手紹介
鹿児島レブナイズは、鹿児島県出身選手、外国人選手を含む 13 名の登録選手からチーム構成されています。
新リーグを目指す選手の皆さんから、読者へメッセージをいただきました！
# 背番号

登録選手の年齢はＨ28 年 11 月 1 日現在

山下 颯 ＃1

タイメル・マーフィー ＃2

鮫島 和人 ＃3

頭山 龍之介 ＃7

24 歳／大阪府出身

26 歳／パナマ共和国出身

24 歳／鹿児島市出身

23 歳／沖縄県出身

18 歳／鹿児島市出身

持ち前のドライブとシュートで
チームを勝利に導きます！

プレイするのが待ちきれません！
そして今シーズン応援いただける
よう、素晴らしいチームを、ファ
ンの方々と鹿児島の皆さんにお見
せします！レッツゴー !!

今シーズン、キャプテンを務め
る鮫島和人です。地元鹿児島を
盛り上げられるよう頑張りま
す！応援よろしくお願いします。

ディフェンスとアシストに注目
してください！小さくてもでき
ることを証明します！

僕のバスケ人生は、鹿児島に支
えられてきたので、結果で恩返
しします。

林

玉田 博人 ＃24

亮太 ＃10

山田 安斗夢 ＃9

藤田 浩司 ＃12

チュクゥディエべレ・マドゥアバム ＃14

チャド・ポスチュマス ＃20

31 歳／大阪府出身

24 歳／大分県出身

25 歳／ナイジェリア出身

25 歳／カナダ出身

23 歳／鹿児島市出身

進化を続けるレブナイズを
応援よろしくお願いします。

鹿児島に新しい風を吹き込みま
す！全力で戦いますので、応援
お願いします！

鹿児島レブナイズでプレイでき、
とても幸せです。これから始まる
シーズンに、ワクワクしています。
チームのみんなと一緒に、いい試合
ができることを楽しみにしています。

今シーズンが始まるのをとても
楽しみにしていました。ファンの
皆さんのために、勝利とダンクを
沢山決めます！
レッツゴーレブナイズ !!

地元出身選手として鹿児島を盛
り上げ、Ｂリーグ初代王者を掴み
取ります！

鹿児島レブナイズの
ホームアリーナ

鹿児島アリーナ
鹿児島
アリーナ
〒

線

島本

鹿児

3

鹿児島城跡

10

通り

城西

中園 隆一郎 ＃39

松崎 圭介 ＃41

安慶 大樹 ＃51

38 歳／福岡県出身

24 歳／長崎県出身

24 歳／出水市出身

得点を取るところを見てくださ
い。そしてベテランとして、若
手を成長させます。

副キャプテンとしての責任感を
もって頑張ります！！

Ｂリーグ初年度を地元のチーム
で迎えられることができ嬉しく
思っています。与えられた仕事
以上の活躍をして、チームを勝
利に導きたいです！

照国神社

▼

アドレス

24 天文館通

鹿児島市永吉 1-30-1
加治屋町

▼

アクセス

鹿児島中央駅から市営バス利用
鹿児島アリーナ前で降車

ファンクラブのご案内

24

鹿児島
中央駅

FAN

CLUB

ファンクラブに入って、鹿児島レブナイズを応援しませんか？
クラブホームページや試合会場で、ファンクラブの入会を随時
受け付けています。
会員限定のうれしい特典も満載。ぜひご入会ください！
詳細はクラブ WEB サイトをご覧ください

鹿児島レブナイズ

検索

@kg_rebnise

【 問い合わせ先 】 県庁 観光課 プロスポーツ等振興班

https://www.facebook.com/rebnise/

TEL 099-286-3006
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