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～すべては滋賀のために～

B.LEAGUEファーストシーズン、滋賀レイクスターズのレギュラーシーズン60試合の戦いが、5月7日(日)のアウェー、シー
ホース三河戦で終了しました。シーズン最終盤までもつれるB1残留争いを勝ち抜き、来季もB1で戦うこととなりました。最
後までチームに熱いご支援、ご声援をいただきました皆様方に、改めて感謝申し上げます。

国内最高峰のB1リーグでの戦いに臨むにあたり、昨季から大幅にメンバーを入れ替えて迎えたシーズンでした。チームの連
携構築、シーズン途中での補強に時間を要し、3月末時点で11勝36敗、勝率は2割5分を下回り、B2降格がちらつく残留争い
を戦う中、チームはくじけずに前を向いて戦い続けました。その結果、4月以降は次々に勝利を重ね、10勝3敗の快進撃で、
B1残留を勝ち取ることができました。
これもひとえに、いい時期も辛い時期も変わらずにチームを支えていただきました皆様のおかげです。今季はレギュラーシー
ズンのホームゲーム30試合で、対前年44%増の合計64,127名の皆さまにお越しいただきました。1試合平均も同30%増2,138
名に上りました。9年目にしてホーム最大の動員と熱い声援が、終盤戦の快進撃を生み出してくれたと確信しております。
また、ブースタークラブ会員2,576名、過去最多となるパートナー483社の皆さまに手厚いご支援をいただきました。誠にあ
りがとうございました。

さらに、多くのお客様をお迎えし、新リーグのスタートで各種業務が拡大する中、ホームゲームの運営面においてボランティ
アスタッフの皆様、テーブルオフィシャルの皆様、関係各業者様、各自治体の皆様、各試合会場の関係者の皆様に多大なるご
協力をいただきました。特に、ホームアリーナとしてシーズン24試合を開催したウカルちゃんアリーナ及び（公財）滋賀県
体育協会の皆様、また、ホームタウン大津市の皆様には興行運営や開催告知など、多種多様な面でご協力をいただきました。
改めまして、関係各位のご支援、ご協力に深く感謝いたします。誠にありがとうございました。

今季の収穫、課題を糧に、来季はさらなる躍進をクラブ一丸となって図っていきます。成績面ではB1で8クラブのみのチャン
ピオンシップへの出場、そして運営面ではホームゲームでの来場者数75,000人（1試合平均2,500人）を目指します。
その他、ホームタウン大津市を中心とした地域活力を増進させる活動を諸々企画、連携の上、拡大していく予定です。
2008年、草の根から生まれた滋賀レイクスターズ。これまで紡いできた実績が、やがて歴史となり、真の滋賀の誇り、永続
するクラブへとつながっていくように努力を継続します。
来季も皆様のご支援、ご声援を何卒宜しくお願い致します。

運営会社概要

社 名：株式会社滋賀レイクスターズ
設 立：2007年8月8日
資 本 金：1億円
代 表 �༏ค̅ࠈഇ༅इข 坂井信介
本社所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-5 オプテックスビル3F

TEL:077-527-6419 FAX:077-527-1029
出資者構成：坂井信介、滋賀ダイハツ株式会社、オプテックス株式会社、夏原平和（株式会社平和堂代表取締役）、

株式会社成基、アインズ株式会社、株式会社シガMEC、株式会社ビイサイドプランニング、釜渕俊彦、木村弘志
役 員：取締役／釜渕俊彦、取締役／木村弘志

社外取締役／大森七幸（アインズ株式会社代表取締役）
社外取締役／永田咲雄（株式会社ビイサイドプランニング取締役）
社外取締役／大澤一通（株式会社成基常務取締役）
༅༏܆؇༅༄इ����ฆఈࠆ༅༄इคଆą����̅ഇ༅ȅइข༏ࠆ༅༏ขഅԇ༏܆؇

ホームタウン：滋賀県大津市
ホームコート：ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

2007年4月 ｂｊリーグ新規参入を目指して「滋賀ｂｊ会」発足・活動開始

2012年8月 公益財団法人滋賀レイクスターズ設立
2015年5月 初の有明ファイナルズへ進出
2015年8月 Bリーグ1部参入決定
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株式会社滋賀レイクスターズ設立
ｂｊリーグ参入決定



クラブ成績

個人成績

#32 ジュリアン・マブンガ

ホームゲーム観客動員数（過去9シーズン推移）

40,590

45,528
49,800

47,781

52,835
48,465

50,583

44,405

64,127

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

系列1 系列2

クラブ史上
最多観客動員数

昨シーズン比

1試合平均

2,138人

2016-17実績報告

14-15シーズン 79%

15-16シーズン 90%

16-17シーズン 92%

有料入場者率観客動員数
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観客動員数 1試合平均

44,405人→ 64,127人

1,645人→ 2,138人

※16-17はプレシーズン含まず、レギュラーシーズンの実績のみ

1試合平均得点

リーグ3位19.5点

#34 狩野祐介

３Pシュート成功率

リーグ6位40.2%

#33 クレイグ・ブラッキンズ1試合平均得点 リーグ14位相当 14.9点

#7 並里成アシスト数 リーグ2位相当 4.2本

順位 チーム 勝 負 勝率 差

1 シーホース三河 46 14 .767 --

2 琉球ゴールデンキングス 29 31 .483 17

3 大阪エヴェッサ 28 32 .467 1

4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 27 33 .450 1

5 京都ハンナリーズ 25 35 .417 2

6 滋賀レイクスターズ 21 39 .350 4

順位 チーム 勝 負 勝率 差

13 レバンガ北海道 23 37 .383 2

14 滋賀レイクスターズ 21 39 .350 2

15 富山グラウジーズ 18 42 .300 3

16 秋田ノーザンハピネッツ 18 42 .300 0

17 横浜ビー・コルセアーズ 16 44 .267 2

18 仙台89ERS 14 46 .233 2

■B1ขࠉ̅܅༄ ■B1 全18クラブ順位 ※下位6チーム

<参考成績> ※出場試合数不足につきランキング外

■ウィリアム・ジョーンズカップ日本代表選出
■熊本地震復興支援 B.LEAGUEチャリティーマッチ出場
■オールスター 3Pシュートコンテスト出場

#34 狩野祐介

#3 ファイ・サンバ、#7 並里成
■日本代表候補重点強化選手選出
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1試合平均アシスト数

リーグ7位3.5本
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2017年1月に、大津市をホームタウンとして活動していくことを決定。2月4日(土)ホームゲーム試合前に、大津市の越直美
ฅข、B.LEAGUEの大河正明チェアマンご臨席のもと、記念セレモニーを執り行いました。

◆2月4日(土) ホームタウン記念セレモニー ◆組回覧・༂ആฅขDAY

◆おおつキッズDAY
4月22日(土),23日(日)のホームゲームで、大津市内小学校の新1年生(計250名)を無料招待しました。また同時に子どもたちの夢を
集めて試合会場内に掲出(計300枚)、その中のひとつを試合終了後にレイクスの選手達が叶えました☆

後援：大津市教育委員会、大津開催特別協賛パートナー企業(全67社)

◆駅構内ポスター掲出 ◆ZeZeときめき坂商店街

応援のぼり設置

花壇清掃活動 駅前清掃活動

チラシ配り

▲ JR膳所駅

▲京阪膳所駅

▲京阪浜大津駅

ホームタウン大津市

▲夢を叶えるために選手たちが練習へ訪問し、クリニックを実施
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ホームタウン大津市決定記念として『༂ആฅขDAY』を実施。
市内約9,600組の組回覧と掲示板へのポスター掲出も行いました。

◀ (左)子どもたちの夢を会場内に掲出
(右)オリジナル下敷きを全員にプレゼント

▲「ダンクがしたい！」という夢を叶えました



今季よりアリーナ内に液晶ビジョンを導入。会場演出も
よりエンターテイメント性を高め、お客様に非日常空間
を提供しています。レイクスチアリーダーズも全ホーム
ゲームで出演。より華やかに、会場を演出しています。

アリーナ装飾・演出・レイクスチア

2016年12月21日より滋賀レイクスターズオフィシャル
オンラインショップをOPEN！ホームゲームやグッズス
トアに来られない遠方の方もレイクスグッズをネット
ショッピングで手軽にお買い求めいただけます。

レイクスキッチン

ホームアリーナ

ホームアリーナ『ウカルちゃんアリーナ』（滋賀県立体育館）では、ホームゲーム24試合を開催。
より魅力あるアリーナ環境の提供を目指し、2016年9月30日にアリーナ併設のグッズストア＆カフェをOPEN。

▲アウェー戦パブリックビューイングの様子

▲選手たちもカフェを利用。栄養バランスを考えた「アスリート定食」で
試合前のコンディションもバッチリです。

レイクスオンラインショップ

ホームゲーム時は、選手コラボメニューやチア考案のスイーツが楽しめるスイーツ
サミットをはじめ、豊富なメニューが揃う飲食ブース「レイクスキッチン」を提供。
充実のメニューで、試合だけでなくグルメもお楽しみいただけます。

▲横江選手「横てり丼」

▲並里選手コラボ
「NARITOライス」

選手コラボメニューも販売

▲ข༂അ	༂���

「NOBUバーグスペシャル」

ขଆ༂ആฅउ༂ࠅ

ขଆ༂ആฅआ�	І�、クラブ・オン
���༏ईȆ����̅ȅ̆༂�ขଆ༂
津店駐車場（ウカルちゃんアリーナから
徒歩約7分）の最大5時間無料サービスを
提供。試合会場にもサービスを受けられ
るブースを設置。

レイクスライフを満喫できる グッズショップ＆カフェ『Lakes
Store＆Cafe』をウカルちゃんアリーナ内にオープン。
TVモニター付きのカフェスペースでパブリックビューイング
やスポーツ観戦しながら食事を楽しめる場所を提供しています。

Lakes Store＆Cafe ＜LSC＞

▼今季より導入した液晶ビジョン
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ホームゲーム30試合ではお客様により楽しんでいただくため、様々な取り組みを行いました。

企画チケット

プロバスケットボールの迫力と感動を一人でも多くの方に知っていただきたいとの思いから、滋賀県内で最も多い苗字『田中』
さんに焦点を絞った田中DAY、“ビワイチ”推進も目的とした『チャリ割』など、滋賀色を前面に打ち出したチケット企画を展開！

開幕メモリアルペアチケット 田中DAY チャリ割 夫婦割

レイクス応援隊 ＜吉本興業との共同企画＞

吉本興業所属の滋賀県出身芸人が中心となり、「レイクス応援隊」として試合前応援練習やハーフタイムに登場し、会場内外を盛り上
げました！

麒麟・田村裕

ムーディー勝山

༅̆؉ขファミリーレストラン

ヒガシ逢ウサカ

༂ข����

LAKES DANCE BATTLE �season2�

ԉข�����������ค
学・高校・大学のダンスチーム
が一堂に集い、ダンスの腕前を
競う新しいダンス甲子園大会を
目指した大会。3日間開催した
“season2”は、延べ17チーム160
名が参加しました。

レイクスチアOGパフォーマンス

レイクスチアリーダーズOG
メンバー12名が集結。初代
メンバーなど懐かしの面々
が、一夜限りのスペシャル
パフォーマンスを披露しま
した。

アウェーブースターおもてなし企画

滋賀まで足を運んでくださったアウェーブースターを対象にした
『おもてなし企画』を実施。滋賀県内の企業団体の協力を得て、
滋賀県内のおいしい物などが当たる抽選会を開き、売り手よし・
買い手よし・世間よしの三方よしも実践しました！

ホームゲームでの取り組み①

滋賀出身 span! おいでやす小田 ZAZY

滋賀出身

滋賀出身

エキシビションマッチ

滋賀県バスケットボール界の競技力向上、普及を図り、更には他地域の選手・コーチとの交流を深めることを目的に、全46試合のエキシ
ビションマッチをホームゲーム前に実施。憧れのプロ選手と同じコート・演出で試合を行いました。

【実績】ミニバス交流戦（県内外含む）／ 卒団記念試合 ／ LAKESバスケスクール対抗戦（Bリーグ交流戦含む）
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ボランティアスタッフ TO（テーブルオフィシャルズ）

試合開始前のコート設営や会場装飾、撤収作業をはじめ、試合当日
の入場管理、場内外の誘導などホームゲーム運営に欠かせない存
在。中・高校生からシニア世代まで、多世代にわたるスタッフが
ホームゲームを支えてくれました。

【実績】16-12シーズン登録者数：42名、延べ参加人数：402名

スコアラー、アシスタントスコアラー、タイマーおよびショット･
クロック･オペレーター、スタッツ入力など、ホームゲームのテー
ブルオフィシャル業務を担いました。

【実績】16-12シーズンTO登録者数：10名
（協力）一般社団法人滋賀県バスケットボール協会審判委員会

エコステーション

近畿環境保全株式会社様のご協力により、会
場内に「エコステーション」を設置。来場者

にも会場内ゴミの分別を積極的に呼びかけ、
自然環境保全に努めています！

キッズアリーナ

来場した子供たちを対象に気軽にバスケット
に触れることができる「キッズアリーナ」
ブースを開設。

ALL LAKES BLUE

シーズンイベント

ALL LAKES BLUE

ハロウィンやクリスマス
などのシーズンイベント
を盛り上げるプレゼント
企画などを実施。またイ
ベントにあわせた撮影
ブースを設置し、お客様
にバスケ以外も楽しめる
場を提供しました。

“「レイクスブルー」で心をひとつに！”をテーマに、
レイクスのチームカラーであるレイクスブルーに会場
を染めるプロジェクトを実施。ブルーの公式グッズを
身に着けて来ると飲食100円クーポンがもらえるとい
う特典も。

【実施イベント】
・ハロウィン仮装コンテスト
・選手からのクリスマスプレゼント大抽選会
・Star Light Week！（ライトアップ）
・ホットグルメフェス
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ホームゲームでの取り組み②

コートスイーパー

株式会社山﨑砂利商店･株式会社ヤマゼン様のご
協力により、オリジナルモップを制作。県内の
中高大学生を中心に試合中のモップがけを実施。

エスコートキッズ

想伸建設株式会社・そうしんファーム様のご協賛のもと、レイクスの選手と手を
つなぎ、コート上までエスコートします。華やかな選手入場を、選手とともに経
験することができます。
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クラブレイクス会員

クラブレイクスは、地元「滋賀」の皆さんとチームをつなぐ重要な会員組織です。チームを
「押し上げる」という意味から、バスケットボールのファンを「ブースター」と呼び、ブース
ター、パートナー、チームの3者の交流を深めながらプロスポーツ文化の創造を推進中です！

ホームゲーム特典

ホームゲームでは、会員来場者特典として毎回異なる選手のト
レカをプレゼント。また、サイン会や写真撮影会、フリース
ロー大会など会員限定イベントに多くの方が参加。ホーム最終
節では、選手たちと一緒に全員集合写真を撮影しました。

アリーナ感謝祭

シーズン中のブースターの皆さんのご声援への感謝を込めて、
選手たちがおもてなしをしました！昨年比倍増の約400人の
会員の皆さまにご来場いただきました。

クラブレイクス Club Lakes

■会員数推移・属性 ■会員種別

レイクス公認ブースター

滋賀レイクスターズを応援いただくと共に滋賀県を一緒に盛り上
げていくことを目的に、滋賀県ゆかりの著名人の方に「レイクス
公認ブースター」に就任いただきました。

三日月大造滋賀県知事
大道良夫大津商工会議所会頭

ഈ؇༇༂ആฅข

福岡ソフトバンクホークス
松田宣浩選手

東北楽天ゴールデンイーグルス
則本昂大選手 

桶谷守༂ആฅԆ�अЅ༄Ԇ�ข

男性 女性

798

1,299

1,602

2,901

2,363 2,267

2,719

2,306
2,576

13%

43%

3%

13%

19%

6%
3%

�9歳
10~19歳
20~29歳
30�39歳
40�49歳
50�59歳
60ଆ�

■年齢比率
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スクール バスケットボールスクール
チアスクール

バスケットボールスクール

滋賀レイクスターズバスケットボールスクールでは、プロのコーチ･選手が監修のもと、バスケットを通して、礼儀や思いやり・
̅༂�ఇइ���ఈ��༂ԉ༅Ȇ༏�Ȇ༏�ȅ��༂༂��ą�Ȇข�༄����

項目 大津校 草津校 守山校 東近江校 近江八幡校 計

ビギナークラス 10 ｰ ｰ ｰ ｰ 10

エンジョイクラス 32 21 17 9 ｰ 79

チャレンジクラス 19 26 16 16 ｰ 77

アドバンスジュニアクラス 14 ｰ ｰ ｰ 17 31

アドバンスクラス 11 ｰ ｰ ｰ 22 33

計 86 47 33 25 39 230

■在籍人数（2012年3月末現在）

大津校
大津
一里山
校

堅田校
南草津校
（水）

南草津校
（木）

草津校 守山校 野洲校
近江八幡
校

東近江校 彦根校 南彦根校
南草津校

中学生

クラス

スペシャル

ジュニア
レイクス

ジュニア
計

キッズ 14 13 6 12 16 14 10 12 11 9 9 9 135

ジュニア 21 19 7 13 6 32 22 22 24 17 22 9 214

ジュニア

以上
12 23 5 40

計 35 32 13 25 22 46 32 34 35 26 31 18 12 23 5 389

地域の子ども達にスポーツをする機会を提供するだけでなく、希望や感動を与えることを理念として、試合会場やイベントでの
パフォーマンスに向けて基礎から丁寧にチアダンスを指導しています。また、チアリーダーに欠かせない「笑顔・思いやりの心
・自立心」の育成を目指します。

チアスクールフェスティバルは、ԉขを中心とした各チー
ムが運営する“チアスクール”を盛り上げると共に、子ども

達の夢を育むことを目的として、2012年より開催。2016年
8月にびわ湖ホールにて6回目を開催し、出演者総勢860名、
来場者1,800名と過去最多人数を記録しました。2017年は初
の2日間開催となります。

チアスクールフェスティバル

■在籍人数（2012年5月25日現在）

チアスクール

ⓒ 2012 Shiga Lakestars Inc. 8



ウカルちゃんパス

滋賀県バスケットボール協会様と滋賀県教育委員会様のご後援、および事業趣旨に賛同いた
だいた成基学園様のご協力により、ホームゲーム全30試合に、シーズンを通して何度でも入
場できる無料パス“ウカルちゃんパス”を発行。滋賀県バスケットボール協会登録の小中高校
生など約7,300༂�ଅఈ����ԇ༈��ĉฅ�������ईȆ�	��ขఅฅ��ą�Ȇ
と競技力の向上、そして地元チームの応援による郷土愛の醸成も目的としています。

ホームゲーム招待

・滋賀ダイハツ販売株式会社様より社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会を400名招待
・一般社団法人生命保険協会滋賀県協会様より社会福祉法人大津市社会福祉協議会、社会福祉法人草津市社会福祉協議会、
公益財団法人おりづる会100名招待

・成基コミュニティ様より400名招待

滋賀県人権啓発活動ネットワーク協議会

県内の小中学校で地域の子どもたちを対象に、バスケットボールクリニックと人権教室を実施。選手たちが夢を持つことの大切さや仲間
と協力することの意義について講話しました。また、ホームゲームでも来場者へクリアファイルの配布とブース出展を行いました。

ホームゲームへの無料招待やさまざまな地域イベントへ選手・チアなどが訪問し、地域の皆さんと交流を深めて
います。いろいろな形でレイクスは滋賀を元気にします！

▲クリアファイルを来場者全員に配布

地域貢献活動①
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ヤマゼンフレンドカップ開催

株式会社山﨑砂利商店様・株式会社ヤマゼン様の特別協賛のもと、子ども達にプロの試合さながらの環境を体感してもらうことでプロ
への憧れや思いを高めてもらうこと、また競技力・チーム力の向上、他チームとの交流の機会を提供することを目的に、2月4日・5日
秋田戦、2月25日・26日東京戦のエキシビションマッチとして大津地域のミニバスと県内強豪のミニバスチームによる「第4回ヤマゼン
フレンドカップ」を開催。

ヤマゼンドリームシート

株式会社山﨑砂利商店様・株式会社ヤマゼン様のご協力により、ホームゲーム全30試合において実施した、ひとり親家庭の子どもた
ちなどを対象にした招待席「ヤマゼンドリームシート」。プロスポーツの観戦を通じて、子どもたちに夢や希望を抱いてもらおうと、
今シーズンから新設いたしました。



JA共済Presents レイクスキャラバン訪問校実績一覧

レイクスキャラバンは、県内の小中学校を訪問し、バスケットボールを通じた地
域貢献活動です。JA共済様に協賛頂き、「JA共済presentsレイクスキャラバン」
として実施。県内初のプロスポーツチームの活動の一環として、学校訪問では選
手が授業を展開し、これまでに延べ229校を訪問、20,100人の児童と交流しました。

08-09
シーズン

09-10
シーズン

10-11
シーズン

11-12
シーズン

12-13
シーズン

13-14
シーズン

14-15
シーズン

15-16
シーズン

16-17
シーズン

幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 0 0

小学校 14 12 21 12 23 24 25 23 20

中学校 3 4 2 3 2 2 2 5 3

養護学校 0 1 1 1 3 1 0 0 1

その他 0 3 0 1 0 1 3 1 0

計 18 25 24 22 28 28 30 29 24

マスコットキャラクター訪問（マグニー訪問）実績一覧

子どもたちの心身の健全な育成を目指し、また地元プロスポーツチームへの親しみを持ってもらうため、県内の保育園・幼稚園を対象と
したレイクスマスコットキャラクター“マグニー”の保育園・幼稚園訪問『マグニー訪問』を実施。
これまでに延べ25園を訪問、2,200人の園児と交流しました。

09-10
シーズン

10-11
シーズン

16-17
シーズン

保育園 8 2 2

幼稚園 6 4 0

こども園 2 0 0

その他 0 0 1

計 16 6 3

地域イベント

選手・レイクスチアリーダーズ・マグニー・チアスクール生が、県内各地で開催される地域や企業のイベントにゲスト出演！
バスケットボールを通じて地域の人々と交流を図ります。

2016びわこペーロン

2016もりやま夏まつり 平和堂×パールライス
親子でアウトドアDe 飯GO

ボートレースびわこ
滋賀レイクスターズ杯

石山土曜夜市

滋賀ダイハツ販売
大初夢フェア2017

平和堂バスケフェスティバル

（2016-17活動実績32回）

地域貢献活動②
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2016-17
活動実績 合計７３ 回

ダンス教室（草津市小学生体育向上プロジェクト）

草津市内の小学3・4年生を対象にダンス教室を
実施。1限の中で1曲振りいれ、発表会を行いま
した。今季で2シーズン目、2017-18シーズンも
継続実施予定です。



広 報

テレビ・中継

■試合中継
BBC 10回、NHK総合（滋賀県内ローカル）1回、NHK BS-1（全国放送）1回、
スポナビライブ全60試合中継、スカパー 17回、ニコニコ生放送 2回

■中居正広のスポーツ！号外スクープ狙います！（テレビ朝日）
日本語の出来る外国人スポーツ選手としてファイ・サンバ選手（セネガル出身・日本帰化済）が出演

■キラりん滋賀（BBC）
毎週月曜「GO!GO!LAKES!」ホームゲーム前などに選手出演

■おうみ発630（NHK大津）
・夕方の県内情報番組に遠山HC・レイクスチアリーダーズキャプテンカナコが出演
・試合結果を放送

新聞

WEB・SNS

フォロワー数
約17,070件

Twitter Facebook Instagram■Webサイト

いいね！数
約8,900件

フォロワー数
約1,190件

ポスター

Bリーグ LINE LIVE
レイクスストア＆カフェより中継

■京都新聞 ■朝日新聞 ■各種スポーツ紙
■毎日新聞 ■中日新聞 ■月刊体育施設
■読売新聞 ■産経新聞
■あさすぽ ■滋賀報知新聞

ホームゲーム毎に1,000枚以上
制作し、街頭に掲出

ラジオ

■平和堂マイ・デイリー・ライフ
（FM滋賀）

その他･･･メルマガ・選手ブログ・HCブログ・スタッフブログ・YouTube にて様々な情報を提供

■選手全員が個人Twitterアカウントを持ち、積極的に情報発信を行っています。

雑誌・フリーペーパー Web媒体

■月刊バスケットボール
■hangtime
■RuSC

■中広発行媒体(びわこと・ロトス・リクォラ)
■Leaf
■おでかけmoa
■リビング滋賀
■バスケットボールスピリッツ
■FLY

■バスケットボール・カウント
■バスケットボールキング

▲2016年9月25日 京都新聞 開幕戦 ▲2012年5月23日 読売新聞 シーズン総括

2012年4月実績：23万ビュー／月

※フォロワー数・いいね数は、2017年5月25日現在
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■パートナー数（過去9シーズン推移）

過去最多

2016-17シーズンパートナー一覧①

過去最多となるパートナー483社の皆さまにご支援いただきました。

2016-17 シーズンパートナー

（社）

（シーズン）
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水口テクノス ขଆ༂ആฅ 草津ハートセンター びわ湖草津献血ルーム 中島商事 ԉข����ȉ༂ 教育パワーシューズ
༂܆ขइ̅؉ 楠本特許事務所 ヤススポーツ ジェイジェイエフ 﨑山組 ミモザホール マスイ ごはん屋 松喜屋
小寺製作所 近江ボード 東武トップツアーズ メルボ紳士服工業 ウイズ構造設計室 大辻税理士法人 かめやクリーニング
焼肉名牛田尻 こばやし整形外科 アルバ通信 山田運送 あおき皮フ科 YOUandME 新工電機工業所 滋賀中央信用金庫
あさひや Imacoco 福原社労士事務所 メイコウ びわこフード エフアイ アイケン 光タクシー 守建設 ゼニス
横江自動車 モミヤマモータース LOSwell 日本エイ・ヴィー・シー 月の輪自動車教習所 かがやき税理士法人
ビルディング・コンサルタントワイズ 滋賀県ケータリング協会 びわ湖花街道 積水ハウス SEISYO リビングアンドヘルス
LALA HOME まつもと整形外科 草津犬猫病院 「近江牛」生産・流通推進協議会 くるまや工場 森寺眼科医院
滋賀総合開発 内田組 いわまの甜水 三陽ハウジング ダスキン湖光 プジョー栗東・プジョー彦根 H&Y テリオス
ボブロペス英会話 アダムスセキュリティ 俺のカレー食堂輪 ����ขइ����� プロフリー 大津PARCO
京都新聞 三峰環境サービス ウッキー膳所駅前店 YELLエール

滋賀石油 ข̅ԅฅ 木村製茶 100円レンタカー栗東インター店 しら��ขइ����� 甲陽興産 スタジオ醍醐
びわ湖大津プリンスホテル サンクス&トラスト ༂༂ଈ�༄؉ 髙橋ビル商業開発 結婚相談所SC-Bridal トップ

社会保険労務士法人中嶋事務所 旬遊あゆら 琵琶湖汽船 プラス薬局 寺田商事 CALレンタカー お食事処和でん
中島電業所 大阪ガスサービスショップヤマキ ༂ข����� ข܅うえだクリニック 高畑産業 みのり苑 隅谷建築設計事務所
暖灯館きくのや びわこ緑水亭 ゆうらいふ イマック PC Fit ���అ܆ขइ カインド・ヒート・テクノロジー
杉橋建設 滋賀県社会保険協会 池田牧場 すばる薬局 服部不動産鑑定事務所 S.O.W. 守山アートホテル キタイ設計
山彦 ホテルニューオウミ たるもと整形外科 税理士法人 北浜・คข༄ਈ エージェント 琵琶湖グランドホテル・京近江
オーパルオプテックス 橋本電設エンジニアリング 職人工房 アイガード ジェイブレス るぽスタイル とんかつ棹
日本生命保険相互会社 ムーヴ 宿屋きよみ荘 マツナガ 浜崎総合鑑定地所 サムズジャパン 宮川自工 中島貸物店 魚辰
おごと温泉 湯元舘 ワシダ不動産 村田管工 TADコーポレーション 大洋運送 ヨネダ動物病院 芝田薬品 重信工務店
CAR BODY ニシムラ クリーンライフ 読売センター野洲・中主㈲たちいり ケイセイ社 アサヒ自工 ライフテックミツダ
ขࠅ ステーキキッチン ボストンコモン 洋菓子のモンレーブ ଅ༂ขइ̅؉ ༂Ԇ���������ଅ༂ข܆ 三井住友海上
あたか飯店 エンタライズ アニテック キノンビクス ̈ആ���ขइ����� 朝日新聞サービスアンカー能登川・五個荘
本家鶴喜そば 野村證券 大津支店 アルティ サブライムホーム 酒仙ひむか 木村牧場 オフィス マネージメント マンアップ
ARMS ༂అข༂ȅฅ ༂༂ขइ̅؉ らずべりぃ ミャクアートスタジオ 生命保険協会 滋賀県協会 カーショップアウトバーン
由良クリニック 魚重産業 タグチ アクア整骨院 くさつビル パスカル薬局 幹建築工房 フローリストなかむら
草津ゆうひ法律事務所 ライオンズ旅行企画 東近江営業所 酒味彩菜 道草 あい湖法律事務所 土地家屋調査士 伊藤高昭事務所
山邑石材店 近江牛 毛利志満 ぱそこん倶楽部 横江ファーム アヤシロ 税理士司法書士社会保険労務士小澤事務所
多国籍鉄板屋台MONKAZI 藤本制作事務所 美味皆快 商工中金 ビデオクリエート 原田整骨院 弁護士法人 おうみ法律事務所
藤田 エーデルマン NTTข༂܆ฆఈ༂ฅ ༂ȅขइ̅؉ 掘文工業 ଆขइクリニック܇��� サンユウ 漢方のマルワ薬局
ライフコーポレーション 幹事代行ドットコム 中野クリニック 草津湯元 水春 スタンディング・オン 小児科 おくだ医院
皇子山動物病院 日新産業 nearThaiL(ニアタイ) 中広(びわこと・ロトス) ギャラリー風の門 クリエ

オーパルオプテックス オプテックスにおの浜ビル ビイサイドプランニング アインズ 成基学園エスト ヤススポーツ
ZTV滋賀放送局 小寺製作所 水口テクノス 成基学園大津校 成基学園草津校リーブラ 雅通信建設 びわ湖放送
片淵建築事務所 近畿予防医学研究所本社 近畿予防医学研究所彦根支所 近畿予防医学研究所三重支所
成基学園知求館ギャザ トップ ハバネロ専門店ハバネロ館 ごはん屋大津店 ソフトバンク守山 ちゃんぽん亭総本家辻店
ちゃんぽん亭総本家 夏見店 朝日新聞滋賀販売 本社 朝日新聞滋賀販売 ข༂ആ༂ฅ 甲賀健康医療専門学校 ホテルニューオウ
ミ 今藤工務店 田中ビル JA全農しが 野洲総合センター JA全農しが 栗東総合センター 大原薬品工業 近江機電 﨑山組
ミモザホール トキメキビル 日本セルネット イエローハット近江八幡店 エールコーポレーション守山住宅展示場
ଅ༂ฅข༄�उ 成基学園守山教室 フォース 近畿環境保全 湖南リサイクルセンター ข܆	༈�ฅ片岡営業所
寺田商事 カーライフ守山給油所 ༂Ԇ���������ଅ༂ข܆ 奥村組 あまのじゃく本舗 幸弘設備 ソフトバンク堅田
日野精機 みずほ銀行 大津支店 朝日新聞サービスアンカー能登川・五個荘 成基学園南草津教室 ソフトバンク近江八幡
SPOLAN 成基学園栗東教室 成基学園堅田教室 読売新聞ฆ̅ข	 マグナムメイドサービス草津支店 中野電機商会
トーワエンタープライズ 住吉製作所 アマナエレン 楽々自然住宅 伊関商会彦根支店 伊関商会稲枝中央支店
スポーツオーソリティイオンタウン彦根店 auショップ膳所店 ゆーみー食堂 横江自動車 ごはん屋水口店 ファットリアたけぽん
LOSwell 三峰環境サービス doo-bop 庵工房(アルコーブ工房) 光タクシー 山田パーキング キムラスクエアガーデン 森田工業
田中水道 マコトホーム 近江八幡店 志賀レークサイドテニスクラブ 山﨑砂利商店 伊藤佑 セルフステーションイオンタウン湖南
ベルパーク古高 アルファオート 東和警備保障 アイガード 読売センター木ノ本 スタジオ醍醐 大津店 お食事処 和でん
手作りお弁当処 おべんとうや 三陽建設 草津営業所 リフォームのやもり屋 アサヒ産業 LOKO Bicycle 100円レンタカー
栗東インター店 草津犬猫病院 日本電気硝子滋賀高月事業場 ホテルビワドッグ 職人工房 エイワユニフォーム
サブライムホーム本店 サブライムホーム南草津店 朝日新聞サービスアンカー�༂ข 旬菜食健ひな野 草津店
クリーンビューティー山本 クリーンびわ 久木野工務店 ゴルフ・ドゥ！滋賀草津店 ジェイブレス

2016-17シーズンパートナー一覧②
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彦根特別協賛 76 社 守山特別協賛 60 社

おおつキッズDAY特別協賛 68 社

滋賀中央信用金庫 マインド 多賀や びわ貨物運送
PRO-SEED 保険工房ひまわり いけだ耳鼻咽喉科

日の本辨工業 藤野こどもクリニック 東洋資材
フクハラファーム FOOD&SPORTS BAR YAB

大洋産業 アド・プランニング ༆ขइ̅؉

マリンプロショップ オグリ アケボノ特機
Car Marking Artist AQUA かみやキッズクリニック

税理士法人 新生会計 髙津昭三税理士事務所 坂田整形外科

とばや旅館 大洋運送 お花屋さんリーフ ข༆؇ਈฆĉคȅȆ 村田組 おうみ家づくり相談所
魚清 あいとうマーガレットステーション 個別指導の志祐舎 多賀組 つじ泌尿器科クリニック

田宮こども診療所 ジェイジェイエフ・彦根 滋京警備保障 ขఆ̆ਉ؉ ขആ�����

横野医院 ふとんのマツムラ ขആ ホテルレesขആ 駅前館 イチダ ワークプラン 前川運送
オアス 彦根営業所 カラオケスタジオ PAL モリイ工芸 鈴木ヘルスケアサービス

コクヨ工業滋賀 シバタ不動産 彦根急送 伊関商会 文化大衆的酒家 翠翔 小川新聞舗
土地家屋調査士 伊藤高昭事務所 スカッシュコート Jcourt 磁気整体院 元張屋 ナカショウ
日の出 ༂Ԇ���������ขആ܆ スタイリッシュ コンフォート リィネア 質舗 蔵

湖南石油 竹仁興産 寺田商事 CALレンタカー
ゆうらいふ ���అ܆ขइ 田中水道

いろは花店 まいれ整骨院守山院
裏千家北野宗道 守山市石油協同組合 ��ขइ̅؉

三久保自動車販売 うちだクリニック 井上クリニック

うかい自動車 大崎設備工業 清原 みずほ設備工業
CAR SHOP H.R.K chibun factory 田中仏壇店 東洋ビルホーム

ラ・ベルヴィ 幸弘設備 金﨑産業 南出組 魚伊
門前茶屋かたたや 滋賀ポンプ ขആ༂ȅฅ 内田工業

オーダースーツDAVID LAレER 横浜家系らーめん 秀吉家
㈱明尚 リハステーション デイサービス ଅ༂उȅขइ

明和自動車 マルサ呉服店 BAR SEIKŌ 森田水道
真和工業 藤本電気商会 北田電器 鮨 ひら山

博多とんこつ 真咲雄 岩崎地所 酒井工業所 川嶋機械
マルイチエンジニアリング 清水クッキングスクール
旭オイル はなちゃん薬局 カイロクラフト もりやま

エンジェルハンズ セトレ マリーナびわ湖

イトマンスイミングスクール 森寺眼科医院 月の輪自動車教習所
びわ湖花街道 小児科おくだ医院 あたか飯店 滋賀石油

大輪建設 焼肉れすとらん 平和亭 松浦組 サエミ美容室
ドコモCSԉข 滋賀支店 NTTข༂܆ 滋賀支店 皇子山動物病院

いしやま内科整形外科 ㈱リンクス

༂܆ขइ̅؉ オーパルオプテックス 草津湯元 水春 宿屋きよみ荘 LOSwell
ข܅�������� すばる薬局 美味皆快 東実グリーン カーショップ アウトバーン
由良クリニック 洗心寮 ฆఈ܇ข༂इइ���༄ キョウヤマ鋼業 なかじまクリニック

やまもとファミリークリニック メガネセンター ゼゼ ����ขइ̅؉ 吉田医院
なかじま内科クリニック 髙槻医院 東洋建設 初田自動車整備工場 藤田整形外科

らーめん与七 SALTO イタリアンバル ラ・フェスタ 炭焼よしくら ペルナンブッコ
至誠庵 目片工務店 ข༂ആ༂༂Ѕԅइ 和菓子豊月 ㈱六匠

[バスケットボールスクールパートナー・ユニフォームパートナー] ヤススポーツ IN THE PAINT 公益財団法人 大津市公園緑地協会 株式会社大進

[チアパートナー] グンゼスポーツクラブ南草津レイクブルー イトマン スイミングスクール Pomche
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スクール事業
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レイクス・スーーツファンド
活動報告書

公益財団法人滋賀レイクスターズ

2017年5月25日
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B1 平均観客動員数

B1最多1試合平均観客動員数は千葉ジェッツで4,503人。B1全クラブが昨季より観客動員数増
滋賀レイクスターズは平均2,138人で17位。最多観客動員数は3月19日(日)栃木戦の4,123人で過去最多更新！

B1 SNSファン数

Bリーグ全SNSファン数は約38万人。B1最多SNSファン数は千葉ジェッツで14万人間近 ※5月8日時点
滋賀レイクスターズは26,093件で14位。

【参考】B1最多観客動員数：5月3日(水･祝) 千葉ジェッツ 2,322人(vs秋田ノーザンハピネッツ) ※オープニングゲームを除く
B1満員試合数：124試合 32.2% ※満員試合：アリーナ収容キャパシティのうち85%以上の観客動員数の試合

【参考】
リーグ実績
94,516人（2/1時点）→ 326,854人（4月末時点）
クラブ実績
425,119人（2/1時点）→ 1,018,341人（4月末時点）

※滋賀レイクスターズファン数は、
1シーズン（2月→4月）で1万件強の増加

（別添-1）
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新アリーナ

B.LEAGUE 3つのミッションのひとつ「夢のアリーナ」
の実現に向け、新アリーナ構想を推進。

◀現在、大津商工会議所様が2021年稼働を目途に
浜大津駅前エリアへ建設計画を推進中。

＜B.LEAGUE 3つのミッション＞
■世界に通用する選手やチームの輩出
■エンターテイメント性の追求
■夢のアリーナ

▼2016年12月17日(土) 京都新聞掲載▼2016年9月7日(水) 京都新聞掲載

提供：ゼビオアリーナ仙台

（別添-2）


