
9月8日～10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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■旭食品冠協賛試合！

■「ボッチャキャラバン2017in高知」 球場でボッチャ体験イベント開催！リオパラリンピックメダリスト、AKB48 Team 
8メンバーも来場！

【開場】

・17:00～ ドッグス広場にて、ボッチャ体験イベント開催！リオパラリンピックメダリスト 廣瀬隆喜選手（２０１７強化指
定選手、リオパラ銀メダリスト）、高田信之選手（２０１７強化指定選手）、AKB48 Team 8メンバー 高知県代表・廣瀬
なつきさん、岡山県代表・人見古都音さん、香川県代表・行天優莉奈さん、駒田徳広監督、高知ファイティングドッグス
嘉数勇人選手、岡部峻太選手も参加！

・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】

・元高知ファイティングドッグス公式チア はちきんガールズ 石川 彩楓 さんによる国歌斉唱！

・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

・旭食品株式会社 代表取締役副社長 竹内信夫様 による始球式

【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！はちきんガールズ 石川 彩楓 凱旋来場！ライブPR！

・3回／AKB48 Team 8メンバーが場内アナウンスに挑戦！

・4回表終了後／梶田社長のプレゼントタイム！AKB48 Team 8メンバーと一緒にプレゼントを投げ込み！

・5回表終了後／インターンダンスタイム！

・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！AKB48 Team 8メンバーも参加！

(ジェット風船提供・日本航空高知支店様)

【5回裏イベント】

・旭食品プレゼンツ抽選会開催！カップラーメンが10名様に当たる！AKB48 Team 8メンバーも登場！

リオパラリンピックメダリスト廣瀬隆喜選手、高田信之選手も参加予定でさらにお楽しみ企画も！

【試合終了後】

・AKB48 Team 8メンバー 高知県代表・廣瀬なつきさん、岡山県代表・人見古都音さん、香川県代表・行天優莉奈さ
んがミニライブ！

・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】

・高知ファイティングドッグスグッズ売り場へGO！台湾遠征ユニフォーム、数量限定販売！その他、選手別ジャガード
タオル、選手キーホルダー、迷彩キャップ、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！！

・読売ジャイアンツグッズも販売！

・ファミリーマートのジャンボフランクフルトや唐揚げ、山崎ピザ、土州焼き、やまたけの焼き鳥や手羽先、野っぱら工
房のパンやプリンなどグルメブースが出店!!

・後期もやります！2200円ビール・チューハイ・ワイン飲み放題実施！！

9月8日 ( 金 )

球　場　 開始 18時高知

高知ファイティングドッグス 対 読売ジャイアンツ（3軍）



■エースワン・エーマックス、読売新聞冠協賛試合！

【開場】

・5回裏、エースワン・エーマックス、読売新聞抽選会＆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】

・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

・旭東小学校2年生 藤兼 光里ちゃん による始球式

【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／インターンダンスタイム！

・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】

・エースワン・エーマックス、読売新聞プレゼンツ抽選会開催！合計70名様に素敵な賞品が当たる！

☆エースワン商品券5,000円分 10名様

☆エースワン商品券4,000円分 10名様

☆エースワン書品検3,000円分 30名様

☆読売ジャイアンツレプリカユニフォーム 10名様

☆読売ジャイアンツバスタオル(高橋監督&坂本選手) 7名様

☆ジャビットぬいぐるみ 3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】

・嶺北高校より、高知ファイティングドッグスとコラボした『柚子肉味噌』を販売！

・高知ファイティングドッグスグッズ売り場へGO！台湾遠征ユニフォーム、数量限定販売！その他、選手別ジャガード
タオル、選手キーホルダー、迷彩キャップ、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！！

・選手缶バッジガチャガチャが新登場！

・読売ジャイアンツグッズも販売！高知で手に入るのはここだけ！

・ファミリーマートのジャンボフランクフルトや唐揚げ、山崎ピザ、土州焼き、やまたけの焼き鳥や手羽先グルメブース
が出店!!

・後期もやります！2200円ビール・チューハイ・ワイン飲み放題実施！！

9月9日 ( 土 )

球　場　 開始 18時高知

高知ファイティングドッグス 対 読売ジャイアンツ（3軍）



■高知県人権啓発センター冠協賛試合

【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！

・高知県人権啓発センターよりアンケートのサンプリング！回答者に先着100名ペン立てプレゼント

【試合前イベント】

・高知大学教育学部特別支援学校 高校２年生 北添瑞貴さんによる始球式

・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／インターンダンスタイム！

・5回裏イベント／高知県人権啓発センターPRタイム＆抽選会

・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！

【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】

・高知ファイティングドッグスグッズ売り場へGO！台湾遠征ユニフォーム、数量限定販売！その他、選手別ジャガード
タオル、選手キーホルダー、迷彩キャップ、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、山崎ピザ、土州焼き、やまたけの焼き鳥や手羽先などグルメブ
ースが出店!!

・後期もやります！2200円ビール・チューハイ・ワイン飲み放題実施！！

9月10日 ( 日 )

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



今季鳴門での最後の試合！！！

『とくしまスポーツ応援キャンペーン』
９月９日（土）は、鳴門大塚スポーツパークで、２つのスポーツを観戦して頂けます！！
まず、午後１時からは、オロナミンC球場にて、香川OGを迎えての公式戦
野球観戦のあとは、同じ公園内にある
ポカリスエットスタジアムにて、午後５時から
ラグビートップリーグ 近鉄ライナーズ 対 キャノンイーグルス が行われます！
両試合を観戦して下さったお客様には、抽選で素敵な商品をプレゼントします！！
「とくしまスポーツ応援キャンペーン」申込用紙は、入場ゲートでお配りします。
なお、徳島県では、野球やラグビーのキャンプ地誘致に力をいれています！
野球、ラグビー、スポーツで徳島を盛り上げましょう！！

＜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。

■試合前イベント
・NARUTO総合型スポーツクラブの子供たちによるダンスショー！！

華麗なフラダンス♪軽快なヒップホップ♪♪を披露

■試合前セレモニー
・始球式 女子ラグビー選手 津田中学校 ３年 河野ひかるさん

■３回裏終了後、５回裏終了後、８回表終了後
・NARUTO総合型スポーツクラブの子供たちによるダンスショー！！

■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

ラグビートップリーグの試合の招待券やインディゴソックスの選手のサインボールなど

素敵な賞品が当たるスタジアム抽選会！！！

※抽選券は、入場ゲートでお配り致します。

9月9日 ( 土 )

球　場　 開始 13時オロナミンＣ

徳島インディゴソックス 対 香川オリーブガイナーズ



■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

【同時開催イベント】

＜穴吹デザインビューテイカレッジ グラフィックデザイン学科プロデュース＞

～来季会員特典のTシャツデザインをファン投票で決定します！～
2018年度個人会員、法人会員の募集にあたり特典にあるオリジナルTシャツのデザインを穴吹デザインビュー

テイカレッジ グラフィックデザイン学科の生徒様による完全プロデュースが実現し、来期に採用するデザインを

ファンの皆様による投票で決定することになりました！

ブースを設けてありますのでいいと思うデザインを決めていただき番号を投票用紙に記載して投票は完了です

こちらは球場にて張り出しますのでご来場したら投票ブースへGO！

■入場口

・先着２００名様に、「応援マストアイテム・ジェット風船」をプレゼント！

・ 先着２００名様に、２０１７年シーズン監督・コーチ・選手の人権啓発メッセージ入りオリジナルトレカをプレゼン
ト

「緑のリサイクルモデル」でストップ温暖化！インディＥＣＯデイ」開催！

・先着２００名様に、徳島夏のエコスタイル「みんなで！ストップ地球温暖化」うちわをプレゼント！！

・先着３００名様に、新野高校・小松島西高等学校勝浦校｢エコ・プロジェクトチーム｣メンバーが
刈草堆肥「もったいない２号」とコスモスの種セットをプレゼント！！

■オープニングイベント

・阿南市の少年野球チーム所属 未来のプロ野球選手が駒居コーチのシートノックに挑戦！！

・ABO60(阿南・ベースボール・おばちゃん・60歳以上)がスタジアムに登場！！

元気いっぱい華麗なダンスでインディゴソックスを勝利に導きます！！

・読売巨人軍（３軍）、徳島インディゴソックス 両チームの選手集合記念撮影

■試合前セレモニー

・始球式、スタメンキッズ、セレモニーキッズ、ボールボーイ 阿南市少年野球チーム所属 代表選手の皆さん

・両チームの選手からスタンドの皆様へ『サイン入りカラーボール』の投げ入れプレゼント

■５回裏イベント

・スタジアム大抽選会 ジャイアンツグッズなど豪華賞品が当たります！！

9月10日 ( 日 )

球　場　 開始 18時アグリあなん

徳島インディゴソックス 対 読売ジャイアンツ（3軍）



■ラッキーセブン

・徳島インディゴソックス応援歌『藍の勇者たち』 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回裏イベント

・「とくぎんトモニプラザ・プレゼンツ Stadium Radio 888」スタンドリポート！

■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

【徳島主催全試合 小中高校生無料ご招待】

「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。

【グッズ】

・読売巨人軍 グッズ販売コーナー登場！！

【同時開催イベント】

＜穴吹デザインビューテイカレッジ グラフィックデザイン学科プロデュース＞

～来季会員特典のTシャツデザインをファン投票で決定します！～
2018年度個人会員、法人会員の募集にあたり特典にあるオリジナルTシャツのデザインを穴吹デザインビュー

テイカレッジ グラフィックデザイン学科の生徒様による完全プロデュースが実現し、来期に採用するデザインを

ファンの皆様による投票で決定することになりました！

ブースを設けてありますのでいいと思うデザインを決めていただき番号を投票用紙に記載して投票は完了です

こちらは球場にて張り出しますのでご来場したら投票ブースへGO！

＜BASEBALL COUPLING PARTY ～チャンスを阿南にある！～＞

徳島IS 対 巨人３軍 定期交流戦 のプレイボールと同時に、こちらもスタート！！！

前回は、４組のカップルが”幸せ”への交渉権をGET！！

今年は、どんなドラマが待っているのか！？見事カップル成立！！

さらに、ご成婚された参加者の方にはスタジアムウエディングをお約束します！！

日時 2017年9月10日（日）17時(受付)、18時～試合終了まで(恋活イベント)※少雨決行

受付 JAアグリあなんスタジアム 関係者受付

会場 JAアグリあなんスタジアム 1塁側 外野 特設テント



☆ 四国中央市内の小中学生無料ご招待！

四国中央市内の小中学校に配布しているチラシを持参してください。

入場券と引き換えます。

☆ 大人気こども限定の抽選会開催!! ガラポン抽選会

【9月9日（土）】

◆来場者プレゼント

・来場者全員に大王製紙株式会社様ご提供のジェット風船をプレゼント！

・ユニリーバ・ジャパン株式会社様ご提供

ベン＆ジェリーズ チョコレート＆ナッツ(アイス)先着300名プレゼント!

◆オープニングセレモニー

・激励挨拶 四国中央市長 篠原 実 様

・ダンスパフォーマンス スタジオ ミュー

・国歌斉唱 川村 友里之 様

【9月10日(日)】

◆来場者プレゼント

・来場者全員に大王製紙株式会社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 小西 由香 様

【2試合共通】

◆7回の表終了後

ジェット風船を飛ばして空をオレンジ色に染めよう！

(ジェット風船提供：大王製紙株式会社様)

◆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HRを打った愛媛MPの選手に

「無洗米あらうまい愛媛県産コシヒカリ」を贈呈！

・伯方塩業株式会社より「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MPの選手に

「伯方の塩詰め合わせセット」を贈呈！

・株式会社STNet様より「Pikara ピカイチグラブ賞」

愛媛MPが勝利した場合、愛媛MPの選手の中から素晴らしい守備のパフォーマンスを発揮した選手へ贈ら
れます！

9月9日 ( 土 )

球　場　 開始 13時川之江

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）

9月10日 ( 日 )

球　場　 開始 13時川之江

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）



◆その他

・リサイクル企画 「紙」頼み「服」頼みプロジェクト実施！

(主催：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ください。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。

ご協力をお願いいたします！

※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。


