
4月1日～2日の各球場イベントのお知らせ

四国アイランドリーグplusでは、２０１７年シーズンの各球場におきまして、様々なイベントを予定しておりま
す。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

イベント情報は別紙の通りです。

NEWS RELEASE 四国アイランドリーグplus運営事務局
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■来場者プレゼント
先着200名様に、ＪＡ香川県ご提供「特Ａ」評価を獲得した、さぬきお米「おいでまい」をプレゼン

ト！！

■オープニングセレモニー
＜国家斉唱＞ 岸上 美保 様・七條 功 様
＜来賓挨拶・記念品贈呈＞ 香川県知事 浜田 恵造 様

香川県より両チームへ花束とさぬきうどんの贈呈
＜開幕挨拶＞ 香川オリーブガイナーズ 監督 西田 真二

キャプテン 小牧 泰士
＜始球式＞ 香川県知事 浜田 恵造 様

■5回裏終了後イベント
「大人気ゲーム機・任天堂スイッチや人気の生活雑貨が当たる大抽選会」
※当日、クイズに答えて頂き、正解者の中から抽選で合計54名様に、

今話題の大人気ゲーム機・任天堂スイッチや、人気の生活雑貨、
日の出製麺所ご提供のさぬきうどん等をプレゼントします！

クイズの解答は４回終了までとなります。
■７回表終了後 ジェット風船飛ばし
■試合終了後

①四国コカ・コーラボトリング株式会社様よりコカ・コーラ新商品・おいしいトクホコーク
「コカ・コーラプラス」を2,000名様にプレゼント！！

②監督・コーチ・選手によるお見送り
⇒ファンの皆様を選手たちがお見送りします！！サインがもらえるチャンス☆

■2017シーズン新グッズ情報★
・今年から新しくなったアンダーアーマー社製のグッズが勢ぞろい！

アンダーアーマー社製レプリカキャップ3,500円
アンダーアーマー社製ユニホームＴシャツ2,800円
アンダーアーマー社製マフラータオル2,500円

・新ユニホームデザイン等の文具類が充実！
定規400円
ステッカー400円
消しゴム300円

・新ユニホームデザインの「ユニホーム型選手キーホルダー」が登場！
ユニホーム型選手キーホルダー500円

■その他
●コンコースにミニ縁日が登場

コンコースでストラックアウト、スーパーボールすくいなど、楽しい！縁日を開催！
●さぬキッズドリームシート受付ブース

今シーズンも香川オリーブガイナーズは18歳以下のさぬきっ子を全試合無料でご招待！
※当日受付ブースでもお申込頂けます。
URL http://www.oliveguyners.jp/ticket/

4月1日 （土）

香川オリーブガイナーズ 対 愛媛マンダリンパイレーツ

球　場　 レクザム 開始 18時



●香川オリーブガイナーズ球団後援会「G-BLOODS」受付ブース
2017年G-BLOODS会員受付中！
開幕戦で入会を考えて頂いている方は、こちらのブースにてお申込みください。

URL http://www.oliveguyners.jp/support/

★シャトルバス運行日
詳しい時刻表は球団ＨＰをご覧下さい。

URL http://www.oliveguyners.jp/studium/

4月1日 （土）

球　場　 高知球場 開始 18時

高知ファイティングドッグス 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）

■株式会社日本トリム様冠協賛試合
■高知ケーブルで生中継！
■球団初！公式戦インターネット生中継！ 当日17:45～ 高知ファイティングドッグス公式HP マ
ニー・ラミレス特設ページにて視聴可能！ http://www.fighting-dogs.jp/manny

【開場】
・5回裏、高知県の各市町村特産品大抽選会及び明神水産ホームラン賞・MVP賞、高知食糧ホー
ムラン賞・MVP賞の抽選券を配布

【セレモニー】
17：38～ セレモニー開始、両チーム選手紹介！マニー選手も参加予定！
17：45～ 高知ファイティングドッグスPR隊員 スーパーバンドによる国歌斉唱
17：47～ 高知ファイティングドッグス球団代表取締役 球団社長 梶田宙よりご挨拶
17：50～ 高知ファイティングドッグス江本孟紀総監督ハーレーで登場＆ご挨拶

【シート入場】
・高知ファイティングドッグススタメン選手によるマイクパフォーマンス

【イニング間イベント】
・2回表、4回表、5回表終了後／プレゼントタイム！
・6回表終了後／ラジオ体操第一
・7回表終了後／ジェット風船無料配布！公式応援ソング スーパーバンドの「赤い橋」に乗せ、ジェ
ット風船を飛ばそう！
(ジェット風船提供・日本航空高知支店様)



【5回裏イベント】
・開幕記念 合計101名様に当たる大抽選会！

日本トリム整水器「TRIM ION NEO」(20万円相当)が抽選で1名様、
高知県各市町村よりご提供の各地名産品の大抽選会！！！

・安芸市ご提供 はちみつゆずの名産品
・香南市ご提供 ルナピエナスイカ
・南国市ご提供 西島園芸団地のトマトカレー・メロン粕漬セット
・高知市ご提供 土佐山生姜の名産品
・須崎市ご提供 しんじょう君セット
・北川村ご提供 ゆず加工品セット
・いの町ご提供 ①土佐和紙カレンダー 野村祥子作「３６５」

②土佐和紙カードケース＆名刺セット
・越知町ご提供 よコジロークッキー、芋ケンピ、ふりふり芋けんぴ、文旦・小夏の名産品、ゼリー
・佐川町ご提供 歴町さかわセット
・仁淀川町ご提供 池川一番茶「霧の贅」
・四万十町ご提供 四万十川のおいしい仁井田米
・黒潮町ご提供 黒潮町缶詰６缶詰合わせセット

【試合終了後】
・選手から皆様へ一言挨拶！
・監督・コーチ・選手らによるお見送り
・リーグオフィシャルスポンサーコカ･コーラ様よりサンプリングドリンクを配布！
・明神水産・高知食糧MVP賞！高知ファイティングドッグスが勝てば抽選で明神水産の藁焼き鰹たたき
セットと高知食糧の無洗米がそれぞれ1名様ずつに当たる！
・高知ファイティングドッグスが勝てばスーパーバンド生ライブあり！

【出店】
・マニー・ラミレスグッズ販売！レプリカユニフォーム新登場！タオル、ピンバッチなど続々登場
・高知ファイティングドッグス2017新グッズが盛りだくさん！！選手別タオル、2017選手名鑑、トートバッ
グ、などなど大注目の商品をチェックしよう！！
・マニーバーガー球場で販売！マニーご用達の5019の特製マニーバーガーを販売！
・ファミリーマートのジャンボフランクフルトや唐揚げ、野っぱら工房のパンや牛串、土州焼、やまたけの
焼き鳥と手羽先などグルメブースが出店!! 

・今年もやります！2200円ビール・チューハイ・ワイン飲み放題実施！！



■モーテ桂浜冠協賛試合
■高知ケーブルで生中継！
■球団初！公式戦インターネット生中継！ 当日12:45～ 高知ファイティングドッグス公式HP マニー・
ラミレス特設ページにて視聴可能！ http://www.fighting-dogs.jp/manny

【開場】
・明神水産ホームラン賞・MVP賞、高知食糧ホームラン賞・MVP賞の抽選券を配布
・モーテ桂浜ブース出店！マニー・ラミレス等身大パネルで写真を撮ろう！
・モーテ桂浜内「テラスコーヒー」で使える無料券をプレゼント

【試合前イベント・セレモニー】
・モーテ桂浜PRタイム！
・両チーム選手紹介
・高知県在住アーティスト「MIKU」さんによる国歌斉唱

【シート入場】
・高知ファイティングドッグススタメン選手によるマイクパフォーマンス
【イニング間イベント】
・2回表、4回表、5回表終了後／プレゼントタイム！
・6回表終了後／ラジオ体操第一
・7回表終了後／ジェット風船無料配布！公式応援ソング スーパーバンドの「赤い橋」に乗せ、ジェット
風船を飛ばそう！
(ジェット風船提供・日本航空高知支店様)

【5回裏イベント】
・テレニシPRタイム！

【試合終了後】
・選手から皆様へ一言挨拶！
・監督・コーチ・選手らによるお見送り
・明神水産・高知食糧MVP賞！高知ファイティングドッグスが勝てば抽選で明神水産の藁焼き鰹たたき
セットと高知食糧の無洗米がそれぞれ1名様ずつに当たる！

【出店】
・マニー・ラミレスグッズ販売！レプリカユニフォーム新登場！タオル、ピンバッチなど続々登場
・高知ファイティングドッグス2017新グッズが盛りだくさん！！選手別タオル、2017選手名鑑、トートバッ
グ、などなど大注目の商品をチェックしよう！！
・ファミリーマートのジャンボフランクフルトや唐揚げ、野っぱら工房のパンや牛串、土州焼、やまたけの
焼き鳥と手羽先などグルメブースが出店!! 

・今年もやります！2200円ビール・チューハイ・ワイン飲み放題実施！！

4月2日 （日）

球　場　 高知球場 開始 13時

高知ファイティングドッグス 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）



☆四国放送ラジオ 生中継 １７： ４５～放送開始予定（１２６９ kHz） 実況：小玉晋平アナウンサー

〇「徳島インディゴソックス」県民ふれあい月間事業
徳島県下の小中高校生を無料でご招待！！
※なお、徳島インディゴソックスでは、開幕戦のみならず、

2017シーズンの主催試合を全て小中高校生を無料ご招待いたします！
※当日、１塁側入場口の当日券売り場で所定の用紙に必要事項をご記入下さい！

○徳島県マスコット「すだちくん」がスタジアムに応援にかけつけます！！

■入場口
・ 先着１００名様に、株式会社昌栄 徳島洋菓子倶楽部イルローザ様より、「マンマローザ」をプレゼン
ト！！
・ 先着５００名様に、応援マストアイテム・ジェット風船をプレゼント！！
・ご来場のお客様に徳島県マスコット「すだちくん」ポケットティッシュをプレゼント！！

■開幕セレモニー
・開幕挨拶 徳島インディゴソックス球団 監督 養父 鐡、

キャプテン 小林 義弘
・激励ご挨拶 徳島県知事 飯泉嘉門様
・国歌斉唱 一般財団法人徳島県婦人団体連合会の皆さま
・始球式 ピッチャー 徳島県知事 飯泉嘉門様、バッター 徳島県マスコット すだちくん
・セレモニーキッズ＆スタメンキッズ 藍住北キングスポーツ少年団・藍住西ファイターズ

松島スポーツ少年団・高志スポーツ少年団
■試合前イベント
・TPSチアリーディング部の皆さんが元気いっぱいにダンスを披露！！

■５回裏イベント
・TPSチアリーディング部の皆さんが元気いっぱいにダンスを披露！！

■ラッキーセブンは、徳島インディゴソックス応援歌『藍の勇者』
ジェット風船飛ばして、スタジアムをインディゴブルーに染めよう！！
Mr.インディーとすだちくんもスタンドから一緒に飛ばします！！！

■試合終了後
・ヒーローインタビュー♪

今年から、徳島スペシャル企画！投手がヒーローなら監督が野手がヒーローならコーチがインタビュア
をつとめます！

どんなお話しがきけるか！？こうご期待！
・監督、コーチ、選手によるお見送り
・四国コカ・コーラボトリング株式会社様ご提供のドリンクを1000名様にプレゼント！！

※詳細については予告無く変更となる場合がありますので、ご了承下さい。

4月2日 （日）

球　場　 JAﾊﾞﾝｸ徳島 開始 18時

徳島インディゴソックス 対 愛媛マンダリンパイレーツ


