
5月5日～7日の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。
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＜徳島主催全試合＞

「徳島インディゴソックス」県民ふれあい月間 徳島県下の小中高校生を無料ご招待！！
※無料招待チケットをもっていない小中高校生は、 入場門の当日券売り場などで無料招待チケットをもらう

ことができます。

とくぎんトモニプラザプレゼンツ！！

球場内限定！！徳島インディゴソックス実況生中継（８８．８ mHz）！！

野球に詳しい方もそうじゃない方も楽しんで頂けるように、

日替わりでインディゴソックスの選手がゲスト出演し、

様々な角度からインディゴソックスの試合をお伝えします！！

徳島インディゴソックス新企画！！

選手の出身地の食材や料理をふんだんに盛り込んだご当地弁当

その名も【インディゴソックス弁当】を数量限定で販売開始！！

＜販売場所＞８８８ラジオブース（バックネット裏スタンドテント）

＜価格＞１０００円（税込み）

＜特典＞サイン入り選手カード、コーヒー飲み放題付き！

この機会にぜひ、ご購入下さい♪

■こどもの日特別企画

・小学生以下、先着２０名様にセレモニーキッズ出場権をプレゼント！

さらに、その中から抽選で３名様に始球式権をプレゼント！！

■ボールボーイ・スタメンキッズ

・加茂名袋井クラブ、北島中央スポーツ少年団

■試合前イベント

・少年野球チームの選抜メンバーが駒居コーチのシートノックに挑戦

・徳島商業 応援部 チアガールの皆さんが応援に駆けつけてくれます！！元気いっぱい華麗なダンスを披露♪

■５回裏終了後

徳島商業 応援部 チアガールの皆さんが華麗なダンスを披露！！

■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！！

■７回裏終了後

とくぎんトモニプラザプレゼンツ！！スタジアムMCのスタンドリポート！！みんなの気持ちを選手に届けよう☆彡

■試合終了後

・徳島球団スペシャル企画・監督コーチがヒーローインタビュー！ （徳島が勝利した場合のみ）
・監督、コーチ、選手によるお見送り

5月5日 ( 金祝）

球　場　 開始 18時ＪＡバンク徳島

徳島インディゴソックス 対 愛媛マンダリンパイレーツ



■旭食品冠協賛試合！

【開場】

・今日は子どもの日！先着100名のお子様に旭食品ご提供のお菓子をプレゼント！

・5回裏抽選会、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

【試合前イベント・セレモニー】

旭食品野球部 新旧監督対決！

ピッチャー：初代監督 光富 様、バッター：現監督 牧山 様

【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回表終了後／エンターティナータイム！

・4回表終了後／梶田社長のプレゼントタイム！

・5回表終了後／ダンスタイム！

・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】

・抽選会開催！旭食品ご提供の「ゆずづくし」セットを10名様にプレゼント！

【試合終了後】

・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】

・野球Youtuber「クーニン」がやってくる！高知ファイティングドッグスグッズ500円以上購入してくれた方は1回、
クーニンスピードくじができる！

・マニー・ラミレスグッズ販売！レプリカユニフォーム、ジャガードタオル、キーホルダーなど新グッズも続々登場

・高知ファイティングドッグスグッズ売り場へGO！アンダーアーマーTシャツ、選手別ジャガードタオル、選手キー
ホルダー、2017選手名鑑、トートバッグ、メガホン、ドッグスカレー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、土州焼き、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！！

5月5日 ( 金祝）

球　場　 開始 18時高知

高知ファイティングドッグス 対 香川オリーブガイナーズ



＜徳島主催全試合＞

「徳島インディゴソックス」県民ふれあい月間 徳島県下の小中高校生を無料ご招待！！
※無料招待チケットをもっていない小中高校生は、 入場門の当日券売り場などで無料招待チケットをもらう

ことができます。

とくぎんトモニプラザプレゼンツ！！

球場内限定！！徳島インディゴソックス実況生中継（８８．８ mHz）！！

野球に詳しい方もそうじゃない方も楽しんで頂けるように、

インディゴソックスの選手がゲスト出演し

様々な角度からインディゴソックスの試合をお伝えします！！

徳島インディゴソックス新企画！！

選手の出身地の食材や料理をふんだんに盛り込んだご当地弁当

その名も【インディゴソックス弁当】を数量限定で販売開始！！

＜販売場所＞８８８ラジオブース（バックネット裏スタンドテント）

＜価格＞１０００円（税込み）

＜特典＞サイン入り選手カード、コーヒー飲み放題付き！

この機会にぜひ、ご購入下さい♪

■試合前イベント

新野高校と小松島西高校の生徒たちが「緑のリサイクルモデル」でストップ温暖化！キャンペーンを実施！！

先着３００名様に「ミニ緑化セット」をプレゼント！！

■セレモニーキッズ・スタメンキッズ・ボールボーイ・始球式

生比奈少年野球クラブ、長生ファイターズの皆さん

■試合前イベント＆５回裏終了後

勝浦町総合型地域スポーツクラブ K-Friendsの皆さんによる元気いっぱいの華麗なダンス！！！

■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！！

■７回裏終了後

とくぎんトモニプラザプレゼンツ！！スタジアムMCのスタンドリポート！！みんなの気持ちを選手に届けよう☆彡

■試合終了後

・徳島球団スペシャル企画・監督コーチがヒーローインタビュー！

（徳島が勝利した場合のみ）
・監督、コーチ、選手によるお見送り

5月6日 ( 土 )

球　場　 開始 18時アグリあなん

徳島インディゴソックス 対 高知ファイティングドッグス



◆来場者プレゼント

・来場者全員に大王製紙(株)様ご提供のジェット風船をプレゼント！

◆オープニングセレモニー

・今治後援会ご挨拶 会長 矢野 精一 様

・来賓ご挨拶 今治市長 菅 良二 様

・国歌斉唱 ： Ｍ２ 様

◆5回裏終了後

・「こどもの日」特別企画 お楽しみ抽選会

大人気のベイブレードやゲームソフトなど素敵な景品が当たります！

◆7回表終了後

・球場に来た皆さんでジェット風船を飛ばして、空をオレンジ色に染めよう！

◆試合終了後
・株式会社ひめライス様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはホームランを打った愛媛マンダリンパイレーツの選手に贈呈！

・伯方塩業株式会社様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはホームランを打った愛媛マンダリンパイレーツの選手に贈呈！

・株式会社STNet様より「Pikara ピカイチグラブ賞」
愛媛マンダリパイレーツが勝利した場合、素晴らしい守備のパフォーマンスを発揮
した選手に贈呈！

◆その他
・リサイクル企画 「紙」頼み「服」頼みプロジェクト実施！
（協力：株式会社カネシロ様）
古着や古新聞、古雑誌を球場へお持ち下さい。入場口付近にて回収します。
回収で得た収益が愛媛マンダリンパイレーツの活動費となります。
ご協力をお願い致します！

5月6日 ( 土 )

球　場　 開始 13時今治

愛媛マンダリンパイレーツ 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）



■BOOK OFF、龍馬学園冠協賛試合！

【開場】

・5回裏抽選会、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

【試合前イベント・セレモニー】

・2017年の高知ファイティングドッグス選手トレーディングカードをデザインして下さった国際デザイン・ビュ－ティカレッジ
・グラフィックデザイン科２年 石元 大智様による始球式！

・学校法人龍馬学園 理事長 佐竹新市様、国際デザイン・ビュ－ティカレッジ・グラフィックデザイン科２年 石元 大智
様から2017トレーディングカードの贈呈！

【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回表終了後／エンターティナータイム！

・4回表終了後／梶田社長のプレゼントタイム！

・5回表終了後／ダンスタイム！

・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】

・龍馬学園・BOOK OFFプレゼンツ抽選会開催！

☆任天堂３DS LL 2名様

☆BOOK OFFお買い物券1000円分 5名様

【試合終了後】

・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】

・野球Youtuber「クーニン」がやってくる！高知ファイティングドッグスグッズ500円以上購入してくれた方は1回、

クーニンスピードくじができる！

・マニー・ラミレスグッズ販売！レプリカユニフォーム、ジャガードタオル、キーホルダーなど新グッズも続々登場

・高知ファイティングドッグスグッズ売り場へGO！アンダーアーマーTシャツ、選手別ジャガードタオル、選手キーホルダ
ー、2017選手名鑑、トートバッグ、メガホン、ドッグスカレー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、土州焼き、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！！

5月7日 ( 日 )

球　場　 開始 18時

高知ファイティングドッグス 対 徳島インディゴソックス

高知



◆来場者プレゼント

・来場者全員に大王製紙(株)様ご提供のジェット風船をプレゼント！

◆オープニングセレモニー

・国歌斉唱 玉井タカムネ 様

◆5回の裏終了後

・「こどもの日」特別企画 お楽しみ抽選会

大人気のベイブレードやゲームソフトなど素敵な景品が当たります！

◆7回の表終了後

・球場に来た皆さんでジェット風船を飛ばして、空をオレンジ色に染めよう！

◆試合終了後
・株式会社ひめライス様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはホームランを打った愛媛マンダリンパイレーツの選手に贈呈！
・伯方塩業株式会社様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはホームランを打った愛媛マンダリンパイレーツの選手に贈呈！

・株式会社STNet様より「Pikara ピカイチグラブ賞」
愛媛マンダリパイレーツが勝利した場合、素晴らしい守備のパフォーマンスを発揮した
選手に贈呈！

◆その他
・リサイクル企画 「紙」頼み「服」頼みプロジェクト実施！
（協力：株式会社カネシロ様）
古着や古新聞、古雑誌を球場へお持ち下さい。入場口付近にて回収します。
回収で得た収益が愛媛マンダリンパイレーツの活動費となります。
ご協力をお願い致します！

※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。

5月7日 ( 日 )

球　場　 開始 13時今治

愛媛マンダリンパイレーツ 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）


