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～すべては滋賀のために～

滋賀レイクスターズを応援支援いただている皆様

B.LEAGUE2年目、10の公約を掲げて臨んだ滋賀レイクスターズ10周年の記念すべきシーズンが、昨日5月6日(日)のホーム富山グラウジーズ戦で幕
を閉じました。B1残留（残留プレーオフ進出回避）のために富山戦連勝が絶対条件という状況でチームを力強く後押ししてくださったレイクス
ブースターのおかげで、来シーズンもB1で戦うことが決まりました。

チャンピオンシップ出場（公約①）は叶いませんでしたが、来シーズン、再度チャンピオンシップ出場にチャレンジするチャンスが与えられま
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。

観客動員数75,000名（公約③）には及びませんでしたが、最終節富山戦の2試合（土曜3,380名、日曜3,625名、計7,005名）を含む4試合での満員
ゲームもあり、対前年8,8%増となる過去最多レギュラーシーズン30試合で69,773名の皆様にご来場いただきました。

また、ブースタークラブ会員（公約⑥・3,300名）3,331名、B1残留をかけたクライマックス3試合にご協賛いただいたクライマックスパートナー
117社をはじめ524社のパートナー（公約④・500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26試合を開催した
ウカルちゃんアリーナ及び（公財）滋賀県スポーツ協会の皆様、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、多方面にわたる
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。

皆様と共に戦ったレイクス10周年のシーズンは紛れもなく「関西No.1熱狂アリーナ」でした！

また、地域クラブの使命として取り組んでいる地域貢献活動（公約②・200回）は200回を超え、マグニーチャレンジも19市町訪問（公約⑩）を
達成しました。これらについても地域の皆様の支えあってこそでした。

誠にありがとうございました。

そして、滋賀レイクスターズのもうひとつの顔である、総合型クラブとしての取り組みも10周年を節目に歩みが加速しています。
バスケ、チア、陸上、レスリング、ボートの5競技で展開するスクールは、800名（公約⑦・777名）を超えるスクール生となりました。バスケス
クールの関西CUPはアベック優勝ならず（公約⑧）でしたが、今シーズンから本格始動したU15・滋賀レイクスターズは大会ベスト4（公約⑧・ベス
ト8）で公約達成。チアスクールも開校10年目という節目にチアスクール生からレイクスチアリーダーズのメンバーを輩出し、次なる目標は数年以
内にレイクスチアからNBAダンサーの輩出（公約⑨）です。

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 者：代表取締役社長 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／西村大介、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）
監査役／西川甫（株式会社三次元メディア取締役副社長

／株式会社エフエム滋賀監査役）
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

沿 革

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018

西地区5位
19勝33敗

西地区4位
29勝23敗

西地区4位
30勝20敗

西地区4位
33勝19敗

西地区4位
32勝20敗

西地区3位
27勝25敗

西地区4位
34勝18敗

西地区5位
35勝17敗

西地区6位
21勝39敗

西地区3位
24勝36敗

プレイオフ進出 プレイオフ進出 プレイオフ進出 プレイオフ進出 プレイオフ進出 有明ファイナルズ進
出 プレイオフ進出

8月8日
9月6日

株式会社滋賀レイクスターズ設立
ｂｊリーグ参入決定

レイクス10の公約
１ チャンピオンシップ出場 西地区3位達成ならず

２ 地域貢献活動200回 201回達成

３ 観客動員数75,000人 69,773人 達成ならず

４ パートナー企業500社 524社達成

５ ＳＮＳファン数合計50,000件 40,959件達成

６ クラブレイクス会員数3,300人 3,331人達成

７ スクール生5競技777人 803人達成

８
U-15 CHAMOIONSHIPベスト8 4位達成

関西スクールCUP アベック優勝 達成ならず

９ レイクスチアからNBAダンサー輩出 数年以内に輩出

10 マグニーチャレンジ19市町訪問 19市町達成
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#7 並里 成

ホームゲーム観客動員数（過去10シーズン推移）
クラブ史上

最多観客動員数

1試合平均
2,326人

2017-18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%

17-18シーズン92％

有料入場者率観客動員数

過去最多
69,773人

昨シーズン比

１試合平均

8.8%

観
客
動
員
数
（
人
）

観客動員数

昨年64,127人

2,138人→2,326人

※17−18はプレシーズン含まず、レギュラーシーズンの実績のみ

#40 D・フィッシャー

1試合平均ブロック数

リーグ2位2.2ブロック

順位 チーム 勝 負 勝率

1 琉球ゴールデンキングス 42 18 .700

2 京都ハンナリーズ 34 26 .567

3 滋賀レイクスターズ 24 36 .400

4 大阪エヴェッサ 24 36 .400

5 西宮ストークス 12 48 .200

6 島根スサノオマジック 11 49 .183

順位 チーム 勝 負 勝率

13 大阪エヴェッサ 24 36 .400

14 滋賀レイクスターズ 24 36 .400

15 富山グラウジーズ 24 36 .400

16 横浜ビー・コルセアーズ 18 42 .300

17 西宮ストークス 12 48 .200

18 島根スサノオマジック 11 49 .183

■B1西地区順位 ■B1 全18クラブ順位 ※下位6チーム

#34 狩野祐介
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1試合平均アシスト数

リーグ2位7.4アシスト

B1個人通算
1,000得点達成

#7 並里 成

B1個人通算
1,000得点
500アシスト達成

＃6長谷川智伸

■オールスター
3Pシュートコンテスト出場



西宮ストークス
三遠ネオフェニックス

京都ハンナリーズ
島根スサノオマジック

滋賀レイクスターズ
アルバルク東京

サンロッカーズ渋谷
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

富山グラウジーズ
シーホス三河

大阪エヴェッサ
川崎ブレイブサンダース

新潟アルビレックスBB

横浜ビー・コルセアーズ
琉球ゴールデンキングス

栃木ブレックス
レバンガ北海道

千葉ジェッツ
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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5,196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2,326人で14位。最多観客動員数は5月6日(日)富山戦の3,625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 7,327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：174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

5,196

3,743
3,653
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3,102
3,092
3,056

3,007
2,866

2,731
2,652
2,575

2,507
2,326

2,239
2,092
2,088

1,868

昨対比
115.4%

133.9%

108.9%

100.7%

103.1%

102.6%

124.8%

108.6%

114.6%

110.0%

98.1%

112.8%

101.0%

108.8%

148.9%

107.6%

89.0%

176.1%

【参考】
リーグ実績
94,516人（7/1時点）→ 376,854人（4月末時点）
クラブ実績
475,119人（7/1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（7月→4月）で1万件強の増加



レイクス10周年と節目を迎えた2017-2018シーズン、2017年7月27日(木)に大津市長 越直美市長との合同記者会見を行
いました。レイクスは「10の公約」を掲げ公約達成に向けてチーム、フロント一丸となり取り組みました。

◆2017年7月27日(木)
クラブ創設10周年「レイクス10の公約」合同記者会見 ◆大津市自治会記者会見

◆おおつキッズDAY
5月2（水）5（土）6（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)

「膳所駅前
ときめき坂×LAKES」
おもてなし企画

駅前清掃活動

▲ JR膳所駅

▲京阪膳所駅

▲京阪浜大津駅

ホームタウン大津市との取り組み

▲「カッコいいシュートを打てるようになりたい」という夢を
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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◀ ・子どもたちの夢を会場内に掲出（右）

▲「チアのお姉さんと踊りたい！」という夢を叶えました。

・「カッコいいシュートが打てるよになりたい」という夢を叶えました。

クリーンウォーク

◆ホームタウン企画

大津市民DAY

ホームタウンである大津市との企画としてクリーンウォークや駅前清掃
試合時には大津市民DAYを設け市内在住・在勤・在学の方に特別価格でチケットを提供させていただきました。
また膳所駅前ときめき坂とおもてなし企画を実施。
対象店舗にてチケット半券でお得な特典や飲み放題などを楽しめる企画を実施しました。

ホームタウン大津市との取り組みの一環として、
大津市自治連合会とチケット優待販売と広報協力に関する
協定書を締結。
レイクスは自治会員向けに優待価格でチケットを販売する
ほか、販売枚数に応じ、同連合会へ手数料を支払う。
自治会はホームゲームの広報などに協力する。チケットの
売上をキックバックするのはＢリーグで初の取り組み。



ホームアリーナ

レイクスキッチン

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」

コラボメニューも販売

西武大津店駐車場

西武大津店様と連携し、クラブ・オン
カード＋観戦チケット半券提示で西武大
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。

▲狩野選手「明太焼きそば祐介スペシャル」
ファミリーレストラン「ファミレスドッグ」

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＞

▲ 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。

ⓒ 2018 Shiga Lakestars Inc. 6

アリーナ装飾 レイクスチアリーダーズ 演出

滋賀レイクスターズ創設10周年となる2017-2018シーズン。
滋賀レイクスターズはクラブスローガンに「関西No.１熱狂アリーナ宣言!!」を掲げ、演出、おもてなし、
試合内容…
すべての来場していただいた皆さんにあらゆる面で「関西No.１熱狂アリーナ」を提供して参りました。

バナーやフラッグなどで会場をレイクスカラーに染め上げ、
今シーズンよりアリーナ内に特大ユニフォームバナーを

レイクスチアリーダーズが最高のパフォーマンスで
会場、選手を熱く盛り上げます。

昨季より導入した液晶ビジョンや
暗転、スポットライトで最高の雰囲気を演出します。



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、ホーム開幕戦にスペシャルシートを抽選
で10円で提供する「テンチケ」や平日限定企画の「ジャパニーズビジネスマン割」、“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！

テンチケ チャリ割ジャパニーズビジネスマン割

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！2020年東京五輪正式種目となり注目を集めている３人制バスケットボール。滋賀レイクスターズは「LAKES 3×3 ～ALL SHIGA
～」を開催。5月2日(水)のホームゲームのハーフタイムによしもと芸人チームと対戦しました。

LAKES DANCE BATTLE ～season3～
関西エリアのダンスチームや中
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。

「きてや関西」スタンプラリー
関西だってＢリーグを盛り上げたいー。そんな共通の思いをもとに、関西
5クラブ共同企画として、スタンプラリー『きてや関西！』を開催いたし
ました。
2017-18シーズン前半戦、関西5クラブのホーム会場を巡ってスタンプを集
めた方、先着500名に特製マフラータオルをプレゼント。共同企画だから
こそ実現した5クラブのマスコットキャラクター勢揃いデザインは、とて
も貴重です！

ホームゲームでの取り組み①

☆応援隊長☆ファミリーレストラン

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／ 卒団記念試合 ／ LAKESバスケスクール対抗戦／ユースチーム（U15）交流戦
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LAKES 3×3 ~ALL SHIGA~

滋賀出身

応援隊女と男 十手リンジン



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】17-18シーズン登録者数：77名、延べ参加人数：257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】17-18シーズンTO登録者数：13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。

イベント

ALL LAKES BLUE

シーズンに合わせた様々イベントを開催！
プレゼント企画など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。
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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。



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、クラブレイクスDAY、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。

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！過去最多となる652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

ホームゲーム特典

レイクス公認ブースター

アリーナ感謝祭

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

越直美大津市長 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 大津市教育委員会教育長
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16%
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30～39歳
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50～59歳
60歳～

3%
9%

41%

46%

レイクス・パートナー

プレミアスター

レイクス

マグニー

■年齢比率

798 1,299 1,602 2,901 2,363 2,267 2,719 2,306 2,576 3,384

０８−０９ ０９−１０ １０−１１ １１−１２ １２−１３ １３−１４ １４−１５ １５−１６ １６−１７ １７−１８

男性

女性

42.1%

54.2%55.4%

44.6% 45.8%

54.5% 51.6%

48.4%
57.9%

45.5%

51.0%

49.0%

44.8%

55.2%

30.7%

69.3%
38.2%

61.8%

54.0%

46.0%

会員数
（人）
シーズン

ミシガンクルーズ感謝祭

選手、HC、チアリーダーズ、マグニーが
クラブレイクス会員の皆様をおもてなしする
ミシガン遊覧船の乗船イベントです。



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・
協力の精神など、豊かな人間形成（育成）に努め、心身の健全な成長を促します。

大津校 草津校 守山校 東近江校 近江八幡校 瀬田 大津京 甲賀 計

ビギナークラス 9 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 6 ｰ 15

エンジョイクラス 18 14 16 13 ｰ 10 11 8 90

チャレンジクラス 13 18 17 18 ｰ 15 13 4 98

アドバンス
ジュニアクラス 17 ｰ ｰ ｰ 22 ｰ ｰ ｰ 39

アドバンスクラス 25 ｰ ｰ ｰ 27 ｰ ｰ ｰ 52

計 82 32 33 31 49 25 30 12 294

■在籍人数（2018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
中高生
クラス

スペシャル
ジュニア

レイクス
ジュニア 計

キッズ 15 18 11 15 19 19 11 14 10 13 13 9 167
ジュニア 20 18 8 10 9 35 17 22 24 16 21 10 210
ジュニア
以上 9 20 4 33

計 35 36 19 25 28 44 28 36 34 29 34 19 9 20 4 400

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、関西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。2017年8月にびわ湖ホール
にて7回目を開催し、初の2日間開催となりました。
出演者総勢1,100名、来場者2,300名と過去最多を記録しました。

チアスクールフェスティバル

■在籍人数（2018年3月末現在）

チアスクール
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※複数校受講者を除く

ユース U15

2017年7月より発足した滋賀レイクスターズユース（U15）はトライアウトを経て15名を選出。
滋賀県バスケットボール協会協力のもと「B.LEAGUE NO.1の育成型クラブ」を目指し、
レイクスのトップチームと連携・連動し、一貫した指導でレイクスU15のスタイルを作り上げます。
活動費などはレイクスが全面的に支援。
中長期てきな視点で滋賀県の選手たちの競技力向上を図ります。

ユース・バスケスクールパートナー一覧

ユースパートナー スクールパートナー

大津市公園緑地協会東武トップツアーズ株式会社
株式会社大進

応援フラッグパートナー
コンディション二ングジムGOING 
すこやか接骨院・針灸院室町紫田接骨院
アケボノ特機株式会社あっとスクール膳所教室
毎日牛乳心鍼灸接骨院なかがわ指圧治療院
鉄人工房MATSUYA アスリート整骨院



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人の対象者のうち申込者へ配布。プロスポーツ観戦を通
じた青少年の健全育成と競技力の向上、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

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！

▲

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、4月7日・8日京都戦、4月14日・15日渋谷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5回ヤマゼンフレンドカップ」を開催。本戦出場チーム全選手に、表面に『ス
ラムダンク』作者の井上雄彦が描いたイラスト、背面にヤマゼンフレンドカップのロゴをあしらったデザインのTシャ
ツを配布していただきました。

長谷川智伸選手、菅原洋介選手、狩野祐介選手が6/3(土)に野洲中学校で開かれた
「じんけんオープンスクールwith滋賀レイクスターズ」
(滋賀県人権啓発活動ネットワーク協議会主催、野洲市教育委員会後援)に参加しました。

12/8(金),9(土)各日2,500名様に
クリアファイルをプレゼント



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、これまでの10年間に252校を訪問、22,107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

17−18
シーズン

幼稚園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ０
小学校 14 17 21 17 23 24 25 23 20 19
中学校 3 4 2 3 2 2 2 5 3 2
養護学校 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0
その他 0 3 0 1 0 1 3 1 0 2
計 18 25 24 22 28 28 30 29 24 23

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27園を訪問、2,350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

17−18
シーズン

保育園 8 2 2 0

幼稚園 6 4 0 1

こども園 2 0 0 0

その他 0 0 1 1

計 16 6 3 2

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。

2017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

滋賀ダイハツ販売
大初夢フェア2018

（2017-18活動実績回）

地域貢献活動②
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2017-18
活動実績 合計216 回

ダンス教室
草津市小学生体育向上プロジェクトとして
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。また、今年度は親子ダンス教室や
大津市の保育士・保育教論対象のダンス研修会
も行いました。ダンス教室は今季で3シーズン目、
2018-19シーズンも継続実施予定です。

京都新聞Presentsスクールキャラバン

スクールキャラバンでは、トップアスリートと触れ合うことで、
スポーツの楽しさや素晴らしさを体験してもらう地域貢献活動です。
京都新聞様に協賛いただき「京都新聞Presentsスクールキャラバン」として実施。
学校訪問では選手が授業や講話を展開し、
スクールキャラバン初年度に県内11校（計約1,100名）を訪問しました。

実績 幼稚園
保育園

小学校 中学校 高等学校 大学 その他

2017年度 1 12 0 1 0 0

競技 陸上
（各種目）

バスケ チアダンス フィギュア

2017年度 10 2 1 1



広 報
テレビ・中継

■試合中継
BBC 7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 全試合生中継、

■戦え！スポーツ内閣！（毎日放送）
関西からBリーグを盛り上げるべく関西５クラブの選手が出演。
滋賀レイクスターズからは狩野祐介が出演いたしました。

■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）
狩野、小林、長谷川、ファイ、高橋が出演。

新聞

WEB・SNS

フォロワー数
約27,500件

Twitter Facebook Instagram■Webサイト

いいね！数
約9,600件

フォロワー数
約3,680件

ポスター

■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

ラジオ

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

※フォロワー数・いいね数は、2018年6月16日現在
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5/9(水)京都新聞掲載
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シーズン後半戦より滋賀県大津市出身のデザイナー、
大岩 Larry 正志氏のデザインを採用いたしました。

■e-radio
Go! Go! LAKES MAXに毎週出演
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■パートナー数（過去9シーズン推移）
過去最多

2017-18シーズン パートナー一覧①
過去最多となるパートナー524社の皆さまにご支援いただきました。

2017-18 シーズンパートナー

（社）

（シーズン）
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水口テクノス 西武大津店 草津ハートセンター 滋賀県赤十字血液センター 中島商事 関西アーバン銀行
くすもと国際特許商標事務所 ヤススポーツ ジェイジェイエフ ミモザホール マスイ ごはん屋大津店 松喜屋
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 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 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 光タクシー 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
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 H&Y 教育パワーシューズ ボブロペス英会話
三陽ハウジング ダスキン湖光 俺のカレー食堂 輪 かがやき歯科クリニック プロフリー YELL エール GALLERY 空
西大津耳鼻咽喉科 つかだ内科クリニック サンクス&トラスト 日本クリニック 京都医健専門学校 旬遊あゆら
ウッキー膳所駅前店 共栄精密 N&Sホーム タカラ建設工業 草津湯元水春 メタルアート ホクショウ
淺野運輸倉庫 山正 帝産湖南交通

滋賀石油 西友商店 木村製茶 スタジオ醍醐 トップ リ・ふぁいん膳所店 田村歯科医院 守建設
hair’s BEAU group 滋賀リビング新聞社 うちだクリニック Do Conty ZENITH 栗東よしおか小児科
ジオテック建設 滋賀ボート免許センター

社会保険労務士法人 中嶋事務所 プラス薬局 寺田商事 CALレンタカー 大西クリニック 高畑産業 琵琶湖汽船
青地うえだクリニック 生命保険協会 滋賀県協会 守山アートホテル オーパルオプテックス 富山歯科医院 ワシダ不動産
イマック ステーキキッチン ボストンコモン Taisei大生 CAR BODYニシムラ あたか飯店 三井住友海上 マツナガ
アニテック 宿屋きよみ荘 杉橋建設 ゆうらいふ すもと岡本歯科 ヨネダ動物病院 みのり苑 隅谷建築設計事務所
大洋運送 キノンビクス エージェント 村田管工 びわこ緑水亭 税理士法人 北浜・中西会 暖灯館 きくのや
ケイセイ社 朝日新聞サービスアンカー能登川・五個荘 浜崎総合鑑定地所 西堀 TADコーポレーション ジェイブレス
宮川自工 クリーンライフ 滋賀県社会保険協会 本家鶴喜そば 橋本電設エンジニアリング エンタライズ
日本生命保険相互会社 S.O.W. 野村證券 大津支店 中島電業所 カインド・ヒート・テクノロジー 池田牧場 中島貸物店
芝田薬品 重信工務店 すばる薬局 服部不動産鑑定事務所 ライフテック ミツダ アサヒ自工 山彦 キタイ設計
たるもと整形外科 ホテルニューオウミ アルティ 酒仙ひむか 木屋長工務店 石田歯科医院 カーショップ アウトバーン
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 近江牛 毛利志満
ぱそこん倶楽部 アヤシ 多国籍鉄板屋台MONKAZI 藤本制作事務所 美味皆快 ビデオクリエート NTT西日本滋賀支店
毛利歯科医院 むらお矯正歯科クリニック 幹事代行ドットコム 中野クリニック ライフコーポレーション 日新産業
スタンディング・オン 小児科 おくだ医院 nearTaiL(ニアタイ) アイガード 皇子山動物病院 阪本屋 間宮工房社
奥村管工 リベルタ 大輪建設 小野矯正歯科医院 やきとりの名門 秋吉 大津店 石山法律事務所 保険のOSS 六匠 創伸
テリオス MyMall タイヤプロ栗東 滋賀看護学校 瀬田アニマルクリニック ふれあい診療所 いしやま内科整形外科
初田自動車整備工場 和菓子 豊月 丸豊産業 近畿エコサイエンス ドコモCS関西 滋賀支店 マルニ サエミ美容室
キズナファーマシー 笹川組 堀井かしふとん店大津店 オーテック工業 京都新聞 栗東鉄工 横江ファーム マンアップ
魚重産業 しらゆり歯科クリニック 琵琶湖ホテル 大城税理士事務所 レオパレスセンター大津店 片淵建築事務所
ぴあ株式会社 竹村造園 あきない応援団 サポートライフ ニッケイ工業 税理士法人 淡海総合会計 日映今津 ヤサカ
医療法人 マキノ病院 まつだ内科歯科クリニック ナカショウ 本多医院 甲賀高分子 水口病院 サムズジャパン
日立建機ティエラ 滋賀レンタリース カワイデンキ 甲賀協同ガス 丸多運送 村上整形外科クリニック クリエ
日本不動産研究所 福山化成工業
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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 ごはん屋大津店 トップ ハバネロ専門店ハバネロ館 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 西大津支店 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 守山市民体育館 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 西村運輸倉庫 片岡営業所 寺田商事
カーライフ守山給油所 朝日新聞サービスアンカー守山西 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 湖南西部
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 三陽建設㈱工事現場 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 庵倶楽部（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 マコトホーム
安土現場 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 リフォームのやもり屋 アサヒ産業 LOKO Bicycle 
草津犬猫病院 マルニ 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 瀬田西 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
三陽建設 吉勝重建 えきまちテラス長浜 マツナガ シンワ自動車 メニックス エー・シーケミカル 水口テクノスファーム 凛守山 内田工業

ⓒ 2018 Shiga Lakestars Inc. 



彦根特別協賛 76 社

守山特別協賛 60 社

クライマックス特別協賛 117 社

[バスケットボールスクールパートナー]
京豊エンジニアリング ヤススポーツ IN THE PAINT 西大津歯科

公益財団法人 大津市公園緑地協会 株式会社大進 東武トップツアーズ

[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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湖南石油 竹仁興産 田中水道 寺田商事 CALレンタカー ゆうらいふ すもと岡本歯科 いろは花店 ハル歯科医院

うちだクリニック ちゃんこ北野 守山市石油 協同組合

うかい自動車 大崎設備工業 清原 みずほ設備工業 幸弘設備 門前茶屋かたたや 田中仏壇店 コナンモデル 鮨 ひら山

藤本電気商会 西浦工務店 森田水道 藤本製作所 守山ダイハ ツ 内田工業 chibun factory マルサ呉服店 CAR SHOP H.R.K はなちゃん薬局 滋賀ポンプ 酒井工業所

樋上税理士事務所 NPO法人スペースウィン クリーニング パル あい和電設 髙橋歯科医院 セトレ マリーナびわ湖 奏 川北塗料 オーダースーツDAVID LAYER 北川建設

吉善 マルイチエンジニアリング 金﨑産業 洋菓子のモンレーブ 横浜家系らーめん 秀吉家 清水クッキングスクール advex すぎやま内科 守山技研

朝日新聞サービスアンカー守山西 料亭 魚和 博多とんこつ 真咲雄

クラシックホーム 守建設 中島電業所 くさつビル 﨑山組 ダスキン湖光 岡安ゴム FOOD TRUCK JUNCKIES

月屋 税理士 山田正人事務所 加地眼科 草津駅前デンタルクリニック エイワユニフォーム 教育パワーシューズ といやまこどもクリニック ZET SYSTEM  滝山保険事務所 チーム
オーダー ショップ コンセント プラス薬局 カマドのタコ 多国籍鉄板屋台 MONKAZI  いしはら歯科クリニック エーデルマン 啓文館

草津・栗東キッズDAY特別協賛 32 社

マインド 大洋産業 日の本辨工業 マリンプロショップ オグリ いけだ耳鼻咽喉科 びわ貨物運送 澤歯科医院 スリープデパート シングシング

髙津ちはる税理士事 務所 オオサワ 東洋資材 PRO-SEED  藤野こどもクリニック フクハラファーム 税理士法人 新生会計 多賀や 川北塗料

坂田整形外科 大洋運送 カネ上 アド・プランニング 風の街こどもクリニック

とばや旅館 お花屋さんリーフ 多賀組 ヤマムログループ 村田組 伊関商会 つじ泌尿器科クリニック オアス 個別指導の志祐舎 文化大衆的酒家 翠翔 鈴木ヘルスケアサービス エース 産業機器 おうみ家づくり相談所
西河接骨院 長浜セレモニー イチダ 魚清 田宮こども診療所 ナカショウ 亀井造園 高田労務管理事務所 スタイリッシュコンフォート リィネア 彦根 急送 ホテルYes長浜 駅前館 ハヤミ工産 ASA 堤新聞舗 日の出
ホテルニューオウミ 勝鍼灸トレーニングラボ ホテルサンルート彦根 アットホーム彦根歯科医院 オーダースーツショップ ネオモーダ 彦根倉庫 彦根ロジスティクス 大丸工業 藤田工務店 神野レディスクリニック

滋京警備保障 ワボウ電子 滋賀中央信用金庫 コクヨ工業滋賀 ワークプラン ホシデン化成 力興木材工業 シバタ不動産 松尾バルブ工業 田附工務店 扶桑工業

OPTEX  三陽建設 ブルーメの丘 マスイ 松喜屋 三陽ハウジング 栗東よしおか小児科 キヤノンマシナリー AutoZone  さくらいクリニッ ク 大輪建設 甲賀共同ガス 古河AS 生活協同組合コープしが スタジオ醍醐

森寺眼科医院 滋賀総合開発 Do Conty 寺田商事 CALレンタカー 滋賀石油 かみやキッズクリニック 中島電業所 NTT  西日本 滋賀支店 青地うえだクリニック 隅谷建築設計事務所 小児科 おくだ医院 オーテック工業

大津給食センター いながきハートクリニック くし屋敷 Oh!Me 大津テラス ソフトバンク運営代理店 三陽 キリンビバレッジ近畿圏地区本部 SHIMADA  マイナビ滋賀支社 三王不動産グループ こばやし整形外科 メイコウ

びわ湖花街道 旬遊あゆら ジェイジェイエ フ 教育パワーシューズ LOSwell.inc  積水ハウス 光タクシー 福原社労士事務所 かがやき税理士法人 草津ハートセンター ヤススポーツ サンクス&トラスト つかだ内科クリニック

焼肉 名牛 田尻 ボブロペス英会話 俺のカレー食堂 輪 くるまや工場 かめやクリーニング びわこフード 田村歯科医院 中島商事 ジオテック建設 高畑産業 富山歯科医院 水口病院 オーパルオプテックス

いしやま内科整形外科 瀬田アニマルクリニック すばる薬局 マルニ 林田工業所 六匠 エース産業機器 カインド・ヒート・テクノロジー くさつビル 横江ファー ム 東近江敬愛病院 石山法律事務所 ジェイブレス

焼肉れすとらん 平和亭 川北塗料 由良クリニック やまもとファミリークリニック 大洋産業



19 ⓒ 2018 Lakes Sports Foundation.



20 ⓒ 2018 Lakes Sports Foundation.



ⓒ 2018Lakes Sports Foundation.

ⓒ 2018 Shiga Lakestars Inc. 



22 ⓒ 2018 Lakes Sports Foundation.

スクール事業
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