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東芝ブレイブサンダース 横須賀市民招待チケット（ペア）申し込みについて 

 

平素は当協会の活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、当協会では、かねてより皆様のご支援のもとに、准ホームタウンとして東芝ブレイブサンダースを応

援してまいりました。おかげさまで 2013-2014 シーズンでは、見事、全日本総合選手権優勝・リーグ優勝を果

たすことができました。 
新シーズンもダブル優勝を目標に頑張る東芝チームを応援して行くこととして、東芝のホームゲームの動員

に力を入れたいと考えております。 
毎年横須賀ではホームタウンゲームを行っており、併せて、選手たちによる学校訪問が行われたり、チーム

OB 達によるクリニックも当日ですが開催されます。 
ぜひ、皆様お誘い合わせの上、会場まで足をお運び頂き、東芝ブレイブサンダースへの盛大な応援をお願い

します。 
なお、今年度の４ゲームについて、東芝グループより市民招待券を頂きましたので、当協会所属の皆様から

毎試合 50 組 100 様を招待させていただきます。先着順での受付になりますのでお早めにお申込みいただけれ

ばと思います。ゲームの日程につきましては次ページをご覧ください。今後も当協会をどうぞよろしくお願い

致します。 
 
申込資格 

横須賀バスケットボール協会所属チームに在籍する方、またはスタッフ等関係者に限ります。 
毎回お一人様１回の申し込みのみ受け付けます。 

申込締切り 
    申し込み開始日が試合によって異なりますが、ＦＡＸでの申し込みとなります。 

※枚数は各回５０組（１００名）までとなります。 
※５０組に達ししだい横須賀協会ホームページにて終了を告知いたします。 

申込方法 
    申込書（協会ホームページにも掲載）に必要事項を記入し、ＦＡＸまたはメールにて横須賀協会事務所

「中川スポーツ」へお申込ください。（※中川スポーツへの電話での問い合わせはしないでください。） 
申込先 

横須賀バスケットボール協会事務所 中川スポーツ 
  FAX：046-851-3520        メールアドレス： info@nakagawasports.com 

当選者への連絡 
    記載していただいたメールアドレスまたは電話にて直接ご連絡いたします。 
チケット受け取り方法 

開催当日試合開始 2 時間前から会場の市民招待チケット引換ブースにて、申込書をご提示の上、引換に

チケットをお受け取りください。 
 

※事前の申込数が少なく当日に余裕がある場合に限り、申し込みがなくても先着順で受け付ける予定です。 
 ぜひ、会場に足をお運びください。（※体育館、中川スポーツへの電話での問い合わせはしないでください。） 



＜参考＞ ＮＢＬ2014－2015 東芝ブレイブサンダースＨＯＭＥゲーム開催表（時間は予定） 
○2014 年 

＜1 節＞   NO.1   10/10（金）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs リンク栃木 ナイター開催 

NO.2   10/11（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs リンク栃木 

＜4 節＞   NO.3   11/ 1（土）15:00 横須賀市 横須賀アリーナ 東芝 vs つくば 

        ★市民招待チケット申し込み１０月１日から受け付け（予定） 

NO.4   11/ 2（日）15:00 横須賀市 横須賀アリーナ 東芝 vs つくば 

  ★市民招待チケット申し込み１０月１日から受け付け（予定） 

＜9 節(交)＞ NO.5   12 /5（金）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 三菱電機名古屋 ナイター開催 

NO.6   12/ 6（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 三菱電機名古屋 

＜10節＞   NO.7   12/13（土）15:00 秦野市 総合体育館 東芝 vs 日立東京 

NO.8   12/14（日）15:00 秦野市 総合体育館 東芝 vs 日立東京 

＜13節＞   NO.9   12/27（土）16:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 北海道 

NO.10  12/28（日）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 北海道 

○2015 年 

＜14節＞   NO.11   1/21（水）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs つくば ナイター開催 

＜15節＞   NO.12   1/24（土）15:00 座間市 スカイアリーナ座間 東芝 vs トヨタ東京 

NO.13   1/25（日）15:00 座間市 スカイアリーナ座間 東芝 vs トヨタ東京 

＜16節＞   NO.14   1/30（金）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 千葉 ナイター開催 

NO.15   1/31（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 千葉 

＜19節(交)＞ NO.16   2/14（土）14:00 平塚市 平塚総合体育館 東芝 vs 広島 

NO.17   2/15（日）14:00 平塚市 平塚総合体育館 東芝 vs 広島 

＜21節(交)＞ NO.18   2/28（土）14:00 横須賀市 横須賀アリーナ 東芝 vs 熊本 

        ★市民招待チケット申し込み２月１日から受け付け（予定） 

NO.19   3/ 1（日）14:00 横須賀市 横須賀アリーナ 東芝 vs 熊本 

  ★市民招待チケット申し込み２月１日から受け付け（予定） 

＜26節(交)＞ NO.20  3/28（土）15:00 海老名市 海老名総合運動公園体育館 東芝 vs アイシン三河 

NO.21   3/29（日）15:00 海老名市 海老名総合運動公園体育館 東芝 vs アイシン三河 

＜28節(交)＞ NO.22   4/10（金）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 和歌山 ナイター開催 

NO.23   4/11（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 和歌山 

＜30節(交)＞ NO.24   4/24（金）19:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 兵庫 ナイター開催 

NO.25   4/25（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 兵庫 

＜32節＞   NO.26   5/ 2（土）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs トヨタ東京 

NO.27   5/ 3（日）15:00 川崎市 とどろきアリーナ 東芝 vs 日立東京 

有料入場券 

フロアーＳＳ席  前売り ： ５，０００円 当日 : ５，５００円  
フロアーＳ席  前売り ： ３，０００円 当日 : ３，５００円  
スタンド席 一般  前売り ： ２，０００円 当日 : ２，５００円  
スタンド席 中高    前売り ： １，５００円 当日 : ２，０００円  
スタンド席 ミニ  前売り ： １，０００円 当日 : １，０００円  

※ 未就学児は無料 但し座席を必要とする際はチケット購入が必要 
※ 前売りはチケットぴあ、ＪＢＡマイバスケット 
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