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【スポンサー】

2
12年振りの後期優勝！スポンサー ／ サプライヤー

長谷部 大器
首位打者 打率.386
ベストナイン（一塁手部門）

順
位

チーム 試 勝 負 引 勝率

1 香川オリーブガイナーズ 34 22 9 3 .710

2 高知ファイティングドッグス 34 19 12 3 .613

3 徳島インディゴソックス 34 15 17 2 .469

4 愛媛マンダリンパイレーツ 34 5 26 3 .161

順
位

チーム 試 勝 負 引 勝率

1 高知ファイティングドッグス 34 22 8 4 .733

2 香川オリーブガイナーズ 33 15 15 3 .500

3 徳島インディゴソックス 34 12 18 4 .400

4 愛媛マンダリンパイレーツ 34 8 20 6 .286

前期ｼｰｽﾞﾝ 後期ｼｰｽﾞﾝ

チャンピオンシップ（CS）

2位 （19勝12敗3分） 1位 （22勝8敗4分）

2021年シーズン成績

第１戦 高知ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞｽ 0 – 1x 香川ｵﾘｰﾌﾞｶﾞｲﾅｰｽﾞ ＠レクザム

第２戦 高知ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞｽ 4 – 8 香川ｵﾘｰﾌﾞｶﾞｲﾅｰｽﾞ ＠高知球場

⇒ 2021年シーズン年間総合優勝は香川オリーブガイナーズに決定

個人獲得タイトル
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山崎 勝也
最多勝利 15勝
ベストナイン（投手部門）

平間 凜太郎
最多セーブ 14セーブ

藤井 皓哉
最優秀防御率 1.12
最多奪三振 180個

大原 拓光 (佐川町出身)

ベストナイン（捕手部門）

サンフォ ラシィナ
ベストナイン（外野手部門）

9月11日タマホームスタジアム筑後で行われた福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ3軍との試合に引き分け、2009年以来12年振りの後期リーグ優勝を達成！
勝率.733は過去最高記録となり他球団を圧倒しました！

祝🌸🌸2009年以来、12年振り後期優勝！

【マッチスポンサー】
四万十市開催試合 黒潮町開催試合 ホームタウン開催試合 安芸市開催試合 室戸市開催試合 岡山県笠岡市開催試合

四万十市金融協会
愛媛銀行・高知銀行・高知信用金庫・四国銀行・
JA高知はた・幡多信用金庫・四国労働金庫

明神水産(株) 澁谷食品(株) ローソン佐川町西店 円福寺 (合)北村酒店 タケナカグループ タケナカグループ おかやま山陽高校
土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ (株)晃立 田舎屋 (株)岡林農園 髙北運送(有) 田野病院 ｴﾌﾋﾞｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ (株)室戸営業所 (株)吉相
道の駅なぶら土佐佐賀 島崎商事(株) ガーデンガーデン 金光鉄工(株) 斉藤電気工事店 初代 田野屋塩二郎 室戸高校女子硬式野球部後援会 (株)アクア美保

(有)せいぶ印刷工房 (株)石の里おかべ 司牡丹酒造(株) ｸﾘｰﾆﾝｸﾞの山本屋 佐川中店 (有)三宮商事 栄宝生建設(株) のいち眼科 むろとぴあ医院 (有)木山精工
(有)中央公衛社 (株)黒潮町缶詰製作所 大川建設(株) (株)佐川水道 中津渓谷ゆの森温泉 (有)坂本葬儀社 矢の丸眼科 Honda Cars 室戸(有)ﾎﾝﾀﾞ販売室戸 (有)井原システムサービス
(株)井上スポーツ 高知県漁業協同組合 佐賀統括支所 女性部 大原建設(株) とがのシフォン (株)明神林業 サンプラザ越知店 安芸金融協会

四国銀行安芸支店、高知銀行安芸支店、高知信用
金庫安芸支店、四国労働金庫安芸支店、高知県農
業協同組合安芸地区本部

山川ライオン堂薬局 桑田勝正
エディオン イヌイデンキ パンの店 岡林歯科医院 豚太郎 佐川店 横山食品(株) 自由軒本店 有光歯科医院 有限会社 共和ﾌﾟﾛｾｽ
(株)田辺豊建設 山本建設(株) 片岡農園 はやかわ歯科医院 (有)高吾北衛生社 (有)大幸建設 (株)泉井鐵工所 山本工業
(有)大杉設備工業 JA高知県 大方支所 (有)高吾重機 ビジネスホテル 米日屋 セントラル 大成システム 医療法人 章和会 安芸ｸﾘﾆｯｸ 浮津松本歯科クリニック 角南有美税理士事務所
(株)柏原冷熱設備 JA高知県 佐賀支所 佐川印刷所 美容室Aiyu美 (有)大谷組(仁淀川町) (株) 谷岡商店 一般社団法人 安芸市観光協会 (有)カメイ・クラブ トマト銀行 笠岡支店
刈谷建設(株) アトム電器黒潮店 佐川町金融団 四国銀行、高知銀行、高

知信用金庫、JA高知県 佐川支所

(株)ホームセンター佐川 越知町金融団
四国銀行、高知銀行、JA高知県 越知支所

ドライブイン片岡 (有)安芸自動車学校 食事処 駒季 (有)ミニコンクリートポンプ
京町歯科診療所 いろりや 松下動物病院 ドライブイン引地橋 (株)安芸水産 喰道楽 かしわや (有)松尾
高知西南交通(株) 大方球場を守る会 佐川高知薬局 山下電気店 大原酒店 (有)中山石油 (有)安芸スバル自動車 祖川時計店 (株)カタオカ
サイバラ建設(株) 業務スーパー あるね屋大方店 (有)佐川葬祭 大原農機鉄工所 (株)おち西森自動車 (有)西商店 (有) イアソン (有)佃自動車整備 (株)志多木組
(株)サワチカ こんぴら水産 33ラーメン お弁当 おかだ ヒューマンライフ土佐 (有)浜田薬局 岡崎歯科クリニック (有)中野自動車 笠岡自動車学校
(株)四万十屋 (有)じいんず工房大方 嶋﨑歯科医院 北川塗装 (株)龍生 (有)ファーム Kochi 黒潮カントリークラブ (株)羽根産業社 (株)のだ初
(株)立目工務店 西南綜合建設(株) 合同会社ショープロジェクト 銀座理容 (有)秋本石油 (株)不二土木 小松不動産 パレットコマツ F・G・B
土森塗料店 企業組合ソルトビー (有)水源 高知新聞越知販売所 味処一福亭 (有)藤原建設 (有) 木下建設 (有)福田住宅設備工業 角田医療器(株) かくだ薬局
厨房 わかまつ (株)土居建設 (有)大栄建設 (有)こだや アトム越知店 小田電機店 (有)藤原工務店 (有)斉藤石材店 ホテル明星 岡山トヨタ自動車(株)
中村商工会議所 (有)土佐佐賀産直出荷組合 (有)大正軒 (有)古味商店 居酒屋 花 松岡畳製作所 サンシャイン ランド店 (有)みなみ室戸店 (株)i ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ KOHWA
医療法人 慈恵会 中村病院 土佐佐賀天日干し塩 いごてつ たけうち調剤薬局 サト美容室 (株)ヴェルデ (有)丸八織田金物店 JA高知県 安芸地区 室戸海洋深層水(株) ヨシトミスポーツ
中村フィッシング 土佐のあまみ屋 土本観光果樹園 新高梨の中内 大黒歯科医院 茂木接骨院 (有) 島津種苗 (有)室戸環衛保全公社 ダイハツ井原 ヤマムラ(株)
中山興業(株) 土佐の塩丸 錦山カントリークラブ 近沢ストアー (有)大原自動車 焼肉 味楽 すぎもと眼科 室戸市金融団

四国銀行 室戸支店、高知信用金庫 室戸支店、
高知銀行 室戸支店

山本設備
(有)ハリカ中村店 (有)長嶋石油店 (有)西田木材 婦人専科・ｶﾈﾎﾞｳﾁｪｰﾝ まつを 岡田葬儀社 焼肉よど 東部生コンクリート(株) ヘアモードKOMIA
パンのピノキオ ネスト・ウエストガーデン土佐 一般社団法人日高村観光協会 ヘアーサロンひかり (有)岡村鉄工 (有)吉村土建 土佐カントリークラブ モリタ板金
(株)福田工務店 浜田石油店 ほっかほっか亭佐川店 パンとケーキ メルヘン 岡林ハイヤー ローソン高知越知町店 土佐の元気市 輝るぽーと安田 (有)室戸自動車整備 玉島テレビ放送(株)
藤娘酒造(株) (株)丸三建設 (有)森岡工務店 麺や 倉橋 岡林義人商店 ワン・ステップ美容室 西内獣医科病院 森口接骨院 セイブほけんオフィス(株)
PRESENT-IN 道の駅ビオスおおがた 物産館 ひなたや 柳瀬接骨院 洋服廣 織田建設(有) 居食 ご縁屋 縁 医療法人 仁智会 ﾍﾙｼｰｹｱなはり (株)山崎機械製作所 室戸工場 (株)太陽
(株)山沖興産 ローソン黒潮町佐賀店 (有) 山﨑商店 Gaia (有)片岡組 (株)岩や ホテルTAMAI (有)山本印章堂電気店 豊田石材
連合高知西地域協議会 ルミエールコスモス シューズショップおかむら (株)上岡工務店 ウイッティ・かげやま (株)山本建設 喫茶アロエ おだ整骨院
(株)若竹組 水口美代子 (有)洋菓子倶楽部 ナカイチ海産 (株)シシドモータース

池川ホンダモータース 中山接骨院

白川葬祭安芸本店 バイキング吉岡

直売所どんぐり ホームセンター ハヤシ

(有)中平金物店 喫茶オーロラ

フィッシング中谷

【サプライヤー】

中津渓谷ゆの森温泉 大崎 弘雅 (株)シグネッツ デハラ ユキノリ 高知食糧(株) 大野見七面鳥生産組合(松下商店)

土佐角弘海産 (株)エッグメール 津ノ宮農園 居酒屋はっけ酔 高知菅公学生服(株) (株)ダイセン

(株)オートヨ はんの吉本三星堂 リアラン(株) (有)藤本組 道の駅大杉 ﾗｳﾞｨﾎﾞｰﾃｴｽﾄ・ｱｳﾞｪﾀﾞ

越知消防団 ゆとりすとパークおおとよ こまつ鍼灸院 はんの吉本三星堂 (有)香長自動車工業 川の辺のコテージ

高知市
安芸市・安芸商工会議所

プロ・アマスポーツ推進委員会
黒潮町 (株)高知銀行

室戸市 明治安田生命保険相互会社 関 雅男 矢の丸眼科

ウッドスタイル(株) 読売新聞大阪本社 (公財)高知県人権啓発センター (株)ケアマックスコーポレーション

海里マリン病院 澁谷食品(株) 医療法人 博恵会 町田整形外科 (株)神整

四万十市 日和崎ホールディングス(株) 神田テーブルテニスセンター (株)Touch Up

(株)福岡地行 (株)成兼建設工業 (有)アリス 紀和工業(株)

高知日産プリンス販売(株) (株)アース 大原後援会 日本郵便(株) 高知中央郵便局

(株)不入流企画 (有)三宮商事 アサヒビール(株) 高知支店 三建設計(有)

日本生命保険相互会社 山藤青果(有) おかやま山陽高等学校 (株)技研施工

(株)アイジス 初代 田野屋塩二郎 最御崎寺 (有)ひろめカンパニー

(有)ま･っ･ぷ･す (有)伊藤鉄工所 (株)かね岩海苔 (株)三谷ミート

NTT西日本 高知支店 円福寺 四国シンワサービス(株) 岡村畳店

田野病院 高知トヨタ自動車(株) 高知県商工会議所連合会 (株)稲田紙工

構営技術コンサルタント(株) (有)ユニバース (株)アクア美保 (株)カゴオ

(株)垣内 (株)大永造船 三和段ボール(株) 四建運輸商事(株)

星企画(株) 黒潮興業(株) フルノ関西販売(株)四国支店 日本トーター(株)

高知県自動車学校 園田鋼板(株) 金光鉄工(株) (株)晃立

島崎商事(株) (有)仁淀板金 (有)成上建工 (株)コピーマック

(株)岡林農園 (株)清遠設備 ALSOK高知(株) えぐち鍼灸整骨院

アーバン通信(株) ゴータマ 横山食品(株) (株)オフコム

(株)無手無冠 (株)近藤印酒店 (株)遠藤青汁高知センター キッコーマン食品(株)

タケムラ鉄工 (有)アズマ機工 伊野部法律事務所 南四国ナショナル特機販売(株)

土佐ハイヤー(株) 掛水鮮魚店

※四国アイランドリーグplus公式戦において、シーズン最高打率となります

※四国アイランドリーグplus公式戦において、シーズン最多奪三振となります



①専任ｽｸｰﾙｺｰﾁに加え、現役選手やｺｰﾁ・OBからの直接指導

②少人数制（1クラス最大10名）

③体力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞによる運動能力強化

ドッグス野球スクール開校⚾(2021年4月～)

2年連続NPBドラフト指名選手輩出！

#18宮森智志投手 東北楽天ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ育成1巡目指名！

10月11日に行われた「プロ野球ﾄﾞﾗﾌﾄ会議」に
て、宮森智志投手が東北楽天ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ
より育成ﾄﾞﾗﾌﾄ1巡目指名を受けました！昨年
の石井大智投手(阪神タイガースドラフト8巡
目)に続き、2年連続の指名となります！
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高知ファイティングドッグス NPBドラフト指名実績

ドラフト年 選手名 指名球団、順位

2005年 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ大学・社会人 7位

2007年

小山田 貴雄 東京ヤクルトスワローズ 育成1位

宮本 裕司 千葉ロッテマリーンズ 育成2位

白川 大輔 千葉ロッテマリーンズ 育成4位

2010年 安田 圭佑 福岡ソフトバンクホークス 育成1位

2011年 飯田 一弥 福岡ソフトバンクホークス 育成7位

2020年 石井 大智 阪神タイガース 8位

2021年 宮森 智志 東北楽天ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 育成1位

無料体験もあります！お気軽に球団までお問合わせください！

コーチ 宮田孝将 コーチ 浅利章太

宮森智志選手 楽天ｲｰｸﾞﾙｽ育成1位指名！

小学生対象の野球スクール開講！

スクール生には、練習記録ノートに日々練習で感じたことなどを記録し、
ｺｰﾁとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取っています。

<プロフィール>
#18 宮森智志 投手 広島県出身
22歳 193cm90kg 右投右打

[ 2021年投手成績 ]
16試合5勝2敗 防2.96

2021年に流通経済大学を経て入
団。身長193cmから投げ下ろす最
速151kmのストレートに加え、ｶｰﾌﾞ、
ｽﾗｲﾀﾞｰ、ﾌｫｰｸ、ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟと多
彩な球種を投げ分ける。

角中勝也

石井大智

高知ファイティングドッグスの野球スクールが開校！

高知ファイティングドッグスでは、野球振興の観点から2005年の球団創設以来、
高知県内各地で野球教室を行ってきました。しかし、近年野球人口の減少に歯
止めがかからない状況を鑑みて、”野球を始めるきっかけ作り” や ”もっと野球が
楽しく好きになる機会”を提供するべく、野球スクールの開校に至りました。

野球スクールの特徴！

指導者1人につき、スクール生5名程度が目安

高知ファイティングドッグスの専属トレーナー監修の元、年齢に応じた体力ト
レーニングを取り入れ、将来を見据えた体づくりにも取り組んでいます。

保育園・幼稚園にやきゅう体験訪問！

小学生だけではなく、保育園や幼稚園へ積極的に訪問し、
”やきゅう”に触れてもらう活動も実施しています！



【ﾎｰﾑ公式戦 来場者数】

名

【ｲﾍﾞﾝﾄ参加・地域貢献活動】

回 以上

【スポンサー数】
岡山県笠岡市にて

ホーム公式戦開催⚾

数字で振り返る2021年シーズン

【公式ホームページ 年間PV数】

回以上

【公式Twitter】
フォロワー数

(11/18時点)

【公式Facebook】
フォロワー数

(11/18時点)

【公式Instagram】
フォロワー数

(11/18時点)

【公式YouTubeﾁｬﾝﾈﾙ「Dogs TV」】

総再生回数 回以上

総再生時間 時間以上

(平均視聴時間 4.83分)

【ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ会員数】

名

452021年シーズン トピックス🍣🍣

人気アニメ
「メジャーセカンド」
との夢コラボ！

公式戦ライブ中継
有料配信スタート🎥🎥
無料配信含めると
26試合を中継！

公認ﾎﾞｰﾙﾄﾞｯｸﾞ🐶🐶
「ｺﾞﾛｳﾏﾙ」公式ﾃﾞﾋﾞｭｰ!!

球団ロゴが刷新！
越知町長杯🏆🏆
BCリーグ所属

茨城ｱｽﾄﾛﾌﾟﾗﾈｯﾂ
と対戦！

藤井皓哉投手
福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ3軍
にﾉｰﾋｯﾄﾉｰﾗﾝ達成⚾

球場でフラッシュモブ企画!!💃💃
今回で3回目となるフラッシュモブ企画！

高知ユナイテッドの選手やスポンサー企業の方々にも踊っていただきました♪

ゴロウマルは5年前殺処分対象犬でした。
とても優しくおとなしい賢い子で、

徐々に審判へ上手に
ボール運べるようになりました♪

アニメの中で「茂野吾郎が高知の独立
リーグ球団で現役を続けている」という

展開からコラボが実現！
当日は今シーズン最多の888名にご来
場いただき、大いに盛り上がりました！

ゲスト解説には駒田徳広氏も登場！

コロナ禍でなかなか球場に足を運べない中、
ライブ中継を通してスポーツエンターテイメント

をお届けしていきました！

17年目にして初めて球団ロゴがリ
ニューアルされました！デザインは

日本のスポーツデザイナー
第一人者「大岩Larry正志」氏👏👏

新グッズも好評販売中！

茨城県を拠点とする独立リーグ球団を
ホームタウン越知町へご招待♪

試合は最終回、濱選手のセンター前サヨ
ナラタイムリーで劇的勝利となりました✨

2020年まで広島東洋カープでプレー
していた藤井皓哉投手が、

NPB球団相手に121球10奪三振で
ﾉｰﾋｯﾄﾉｰﾗﾝを達成しました⚾

翌日から販売した記念Tシャツ

藤井皓哉選手の地元岡山県笠岡市
にて高知球団初の県外での

ホーム公式戦を開催！
試合翌日から緊急事態宣言が発令
されるという中、461名の方にご来場
いただき、試合も2-1で勝利！凱旋

試合を勝利で飾りました👏👏
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【公式戦有料配信チャンネル(Vimeo)】

総再生回数 回以上

総再生時間 時間以上

(平均視聴時間 93.18分)

試合前に笠岡市の小林市長と記念撮影

茂野吾郎の等身大がﾊﾟﾈﾙお登場

圧巻のピッチングを披露した藤井
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大岩 Larry 正志

長谷部選手とゴロウマルで記念撮影

2021年チームポスターデザイン
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1試合平均 名
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