報道関係者各位
プレスリリース
2022 年 6 月吉日
株式会社エス・アイ・ジェイ
日本プロ野球 1,762 人、J リーグ 1,910 人、V リーグ 862 人
日本プロスポーツ団体所属選手を収録！ネットと連動した日本プロスポーツ選手名鑑

全国書店で販売する雑誌「アスリート・データベース 2022 春夏号」
電子版「アスリート・データベース」http://athletedb.net

本格サービス開始
株式会社エス・アイ・ジェイ（以下：SIJ、本社：東京都新宿区、代表取締役：早原信一）は、日本プロ
野球 12 球団、独立リーグ 29 球団、の全 41 球団・計 1762 名、J リーグの全 58 チーム・計 1910 名など、
2022 年春に開幕し熱戦を繰り広げているリーグに所属する選手・総勢 5289 人を収録した日本プロスポー
ツ選手名鑑「アスリート・データベース 2022 春夏号」を、2022 年 6 月 20 日付に発売予定の野球専門メデ
ィア「季刊ベースボール・タイムズ夏号」として全国書店にて発売します。

雑誌「アスリート・データベース 2022 春夏号」

■発売日 ：2022 年 6 月 20 日（月）
■版形

：B5 版 342 ページ

■販売場所

：全国書店、インターネット（Amazon、Fujisan）

■発売価格

：2,200 円（税込）

電子版「アスリート・データベース」
＜画面イメージ＞

出身地、出身校等で条件検索が可能

ページ下部には同学年、同校出身などの”つながり”が表示

■利用方法

：http://athletedb.net
雑誌「アスリート・データベース 2022 春夏号」内に、競技毎に QR コード掲載

■閲覧料

：無料

【アスリート・データベース 2022 の特徴】
【特徴①】「保存性の雑誌と、検索性の電子版」をセットで楽しむ新メディアサービス

2010 年シーズンから 12 年間発行、多くの読者にご愛読いただいている日本プロ野球選手名鑑「プロ野球
プレイヤーズファイル」をデジタル収録、野球に留まらず、国内のプロスポーツ団体に所属する選手をデ
ータベース化。
全国書店で発売する紙メディアは五十音順で 5289 選手を掲載、ご自宅でじっくり閲覧するスタイルを提案
します。
電子版は「＃つながり」機能により、出身地、同期・同窓、競技歴など、スポーツ観戦中や移動中に、選
手間の意外な共通点を発見することが出来ます。
【特徴②】知りたい選手をもっと知る！注目選手が見つかる！

ネットならではの検索性を追求した、競技の壁を超えた次世代の選手名鑑を目指します。
2022 年 12 月（予定）に「アスリート・データベース秋冬号」を発行、秋・冬に開幕するリーグが加わ
ることにより、国内プロリーグに所属する選手を完全網羅、競技やリーグを超えた選手たちが「＃つなが
り」機能を通じて検索・閲覧する、新しいエンタテイメントを創造します。
【特徴③】春夏シーズン中心に開催する国内プロスポーツ（下記）に所属する選手を収録

全 12 リーグ、5289 選手
・NPB12 球団 970 名
・野球独立リーグ 29 球団 792 名
・J リーグ 58 クラブ 1910 名
・V リーグ 52 チーム 862 名
・ハンドボール 23 チーム 433 名
・ソフトボール 16 チーム 322 名

【収録チーム一覧】
＜セントラルリーグ＞

＜パシフィックリーグ＞

＜北海道ベースボールリーグ＞

東京ヤクルトスワローズ

オリックス・バファローズ

富良野ブルーリッジ

阪神タイガース

千葉ロッテマリーンズ

すながわリバーズ

読売ジャイアンツ

東北楽天ゴールデンイーグルス

広島東洋カープ

福岡ソフトバンクホークス

＜北海道フロンティアリーグ＞

中日ドラゴンズ

北海道日本ハムファイターズ

石狩レッドフェニックス

横浜 DeNA ベイスターズ

埼玉西武ライオンズ

奈井江・空知ストレーツ

美唄ブラックダイヤモンズ
士別サムライブレイズ

＜日本海オセアンリーグ＞

＜J リーグ＞

FC 町田ゼルビア

富山 GRN サンダーバーズ

北海道コンサドーレ札幌

横浜 FC

石川ミリオンスターズ

鹿島アントラーズ

ヴァンフォーレ甲府

福井ネクサスエレファンツ

浦和レッズ

アルビレックス新潟

柏レイソル

ツエーゲン金沢

＜ルートイン BC リーグ＞

FC 東京

ファジアーノ岡山

福島レッドホープス

川崎フロンターレ

レノファ山口 FC

群馬ダイヤモンドペガサス

横浜 F・マリノス

徳島ヴォルティス

新潟アルビレックス BC

湘南ベルマーレ

V・ファーレン長崎

信濃グランセローズ

清水エスパルス

ロアッソ熊本

茨城アストロプラネッツ

ジュビロ磐田

大分トリニータ

栃木ゴールデンブレーブス

名古屋グランパス

FC 琉球

埼玉武蔵ヒートベアーズ

京都サンガ F.C.

ヴァンラーレ八戸

ガンバ大阪

福島ユナイテッド FC

＜さわかみ関西独立リーグ＞

セレッソ大阪

いわき FC

兵庫ブレイバーズ

ヴィッセル神戸

Y.S.C.C.横浜

０６BULLS

サンフレッチェ広島

SC 相模原

堺シュライクス

アビスパ福岡

松本山雅 FC

和歌山ファイティングバーズ

サガン鳥栖

AC 長野パルセイロ

いわてグルージャ盛岡

カターレ富山

ベガルタ仙台

藤枝 MYFC

ブラウブリッツ秋田

アスルクラロ沼津

モンテディオ山形

FC 岐阜

水戸ホーリーホック

ガイナーレ鳥取

栃木 SC

カマタマーレ讃岐

グ＞

ザスパクサツ群馬

愛媛 FC

福岡北九州フェニックス

大宮アルディージャ

FC 今治

大分 B-リングス

ジェフユナイテッド千葉

ギラヴァンツ北九州

東京ヴェルディ

テゲバジャーロ宮崎

滋賀 GO ブラックス

神奈川フューチャードリームス

＜四国アイランドリーグ plus＞
徳島インディゴソックス
香川オリーブガイナース
愛媛マンダリンパイレーツ
高知ファイティングドッグス
＜ヤマエ久野

九州アジアリー

火の国サラマンダーズ

鹿児島ユナイテッド FC

＜V リーグ＞

兵庫デルフィーノ

ジークスター東京

サントリーサンバーズ

きんでんトリニティーブリッツ

アースフレンズ BM

ウルフドッグス名古屋

つくばユナイテッド SunGAIA

北陸電力

パナソニックパンサーズ

アイシンティルマーレ

大同特殊鋼

東レアローズ

ルートインホテルズブリリアン

トヨタ車体

堺ブレイザーズ
JT サンダーズ広島
ジェイテクト STINGS
東京グレートベアーズ
大分三好ヴァイセアドラー
VC 長野トライデンツ
久光スプリングス
JT マーヴェラス
東レアローズ
NEC レッドロケッツ
埼玉上尾メディックス
デンソーエアリービーズ
日立 Astemo リヴァーレ
PFU ブルーキャッツ
岡山シーガルズ
トヨタ車体クインシーズ
ヴィクトリーナ姫路
KUROBE アクアフェアリーズ
ヴォレアス北海道

トアリーズ
群馬銀行グリーンウイングス
プレステージ・インターナショ
ナルアランマーレ
GSS 東京サンビームズ
千葉エンゼルクロス
リガーレ仙台
ブレス浜松
大野石油広島オイラーズ
JA ぎふリオレーナ
フォレストリーヴズ熊本
ヴィアティン三重
トヨタ自動車サンホークス
奈良ドリーマーズ
警視庁フォートファイターズ
東京ヴェルディ
クボタスピアーズ
千葉 ZELVA
近畿クラブスフィーダ
長野 GaRons

富士通カワサキレッドスピリッ

トヨタモビリティ東京スパーク

ツ

ル

ヴィアティン三重
埼玉アザレア

＜日本ハンドボールリーグ＞

サフィルヴァ北海道

トヨタ自動車東日本

大同特殊鋼レッドスター

大崎電気

豊田合成
湧永製薬
ゴールデンウルヴス福岡
トヨタ紡織九州
琉球コラソン
プレステージ・インターナショ
ナル アランマーレ
北國銀行
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC 名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ
香川銀行
オムロン
ソニーセミコンダクタマニュフ
ァクチャリング
ザ・テラスホテルズ

＜JD リーグ＞

ホンダ リヴェルタ
ビックカメラ高崎 ビークイーン

NEC プラットフォームズ レッド

SG ホールディングス ギャラク

ファルコンズ

シースターズ

デンソー ブライトペガサス

シオノギ レインボーストークス

トヨタ レッドテリアーズ

太陽誘電 ソルフィーユ
戸田中央 メディックス埼玉

豊田自動織機 シャイニングベガ
東海理化 チェリーブロッサムズ

日立 サンディーバ

兵庫
伊予銀行 ヴェールズ
タカギ北九州 ウォーターウェー
ブ

日本精工 ブレイブベアリーズ

大垣ミナモ

【データベース情報】
●無料情報
＜選手データ＞
登録名／生年月日／出身地／身長／体重／血液型／競技歴
＜検索等＞
同期検索／出身地検索／同窓検索 等

【今後の展開】
株式会社エス・アイ・ジェイは、日本中のプロスポーツ選手情報をデータベース化、選手が主
役となり、スポーツ団体・チームとファンをつなぐ役割となることを目指します。
弊社の取材力を活用し、競技の枠を超えた＃つながりをデータベース化、スポーツ競技団体と
共に、「選手をもっと知ってもらう」「選手とつながる」次世代メディアを創造してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】
雑誌の販売・広告の掲載に関して
本サービスに選手を掲載したいスポーツ競技団体様へ

電話

株式会社エス・アイ・ジェイ
配信事業部 担当：松井、谷口
03-6337-5983（代表）
FAX 03-6369-4023
メール info@athletedb.net
URL：http://www.baseballtimes.jp/

