
FITNESS and SPORTS 

季刊誌プライム ２０１８秋号 

熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ 

〒861-8012 

熊本市東区平山町 2776 番地 陸上競技場 内 

TEL：096-380-0782 FAX：096-389-7280 

http://www.kspa.or.jp E-mail：kkwing@kspa.or.jp 

【指定管理施設】 

えがお健康スタジアム   パークドーム熊本 熊本県立総合体育館 リブワーク藤崎台球場 熊本県総合射撃場 

熊本県民総合運動公園 



 第１クオーター序盤、両チーム一進一退の攻防が続いていたが、昨季B2王者福岡の高さを活かした攻撃を前に徐々

に差を広げられていく。焦りからか熊本に連携ミスが目立ち、第 2クオーターを終え 38-43 で前半を折り返す。 

第 3クオーターに入ると新加入の寺下太基選手（前所属：奈良）・チェハーレス・タプスコット選手（前所属：愛

媛）が攻撃のリズムを作り出し、チームも連携を取り戻した。第 3クオーターを終え 70-63 と逆転した。 

最終第 4 クオーター、熊本県出身で新人の柿内輝心選手が出場し活躍するも、ここから福岡の逆襲に遭い、残り

45 秒で 81-81 の同点に追いつかれ会場に緊張感が漂う。 

しかしヴォルターズは攻める姿勢を崩さず、福岡から 2つのファールを誘いフリースローを冷静に決め B1福岡に

84-81 で競り勝った。 

試合後は課題を口にした選手たちだったが、レギュラーシーズンへ向け弾みをつける勝利となった。 

熊本ヴォルターズ 
2018-2019 SEASON 

特集

昨シーズン悲願のＢ１昇格を懸け入れ替え戦に臨むも3点差で惜敗、あと1歩まで迫った熊本ヴォルターズ。 

B1昇格へ再び意欲を燃やすシーズンが始まる。 

開幕戦は9/29（土）・30（日）熊本県立総合体育館で両日14：00 から相手は昨季B1島根スサノオマジック

開幕 
Pre Season Game

9/29（土）・30（日）14：00 Tip Off 

会場には 2,329 人が詰め掛けた。 

8/25（土）今季リーグ開幕に先立ち、昨シーズン西地区でしのぎを削ったライバル

B1ライジングゼファー福岡とプレシーズンゲームが行われた。  

新シーズンへ向けた試金石となるゲーム開始を前に会場はブースター（観客）の 

熱気で最高潮。 

タプスコット選手はこの試合チーム最多20 得点を 

マーク。昨季B2得点王のオフェンス力を見せる。 

福岡のイン・アウト両サイドからの攻撃は驚異的 

だった。

大事な場面でフリースローを 

決めた古野選手 

Go support
ルールや応援を知らなくても大丈夫！ 
細かなルールはありますが、シュートが入ると得点というわかりやすいスポーツ 

なので、最初はルールにこだわらず観戦してOKです！ 

またアリーナDJがルールや応援など説明して盛り上げてくれます。

グッズやフードブースも充実！ 
会場にはグッズやフードブースが充実していて手ぶらでも安心。 

ご当地メニューなど会場で食事するのも楽しみの一つです。 

イベントが満載！ 
スターティング5紹介の演出やハーフタイムショーなどイベントが盛りだくさん。

2018-2019 SEASON SCHEDULE
特集 

Access
【主な公共交通機関】 

JR 鹿児島本線：上熊本駅より徒歩 5分 

熊本市電 B 系統：県立総合体育館前より徒歩3分 

  ホームゲーム開催時には駐車場がご利用できません。 

公共交通機関でご来場ください。 

近隣店舗への駐車はできません。 

熊本県立総合体育館での試合のスケジュールです。試合開始時間は変更となる場合もございます。 

18クラブを3地区に分け60試合の 

レギュラーシーズンを戦う。 

B１昇格への道のり 
レギュラーシーズン終了後、各地区 

1 位と各地区 1 位以外で勝率が最上位

のチーム（ワイルドカード）によるプレ

ーオフで争う。 

このプレーオフ上位 2 チームは B1 に

昇格。 

3 位のチームは入れ替え戦を行う。 

Ticket
熊本県立総合体育館ではホームゲームの前売券を販売しています。 

1階自由席（一 般）３，0００円 

1階自由席（学 生）２，0００円 ※高校・大学・専門学生

1階自由席（子ども）１，５００円 ※3歳～中学生

２階自由席（一 般）２，0００円 

2階自由席（学 生）１，５００円 ※高校・大学・専門学生

２階自由席（子ども）１，５００円 ※3歳～中学生

東地区 中地区 西地区

青森 東京Z 奈良

仙台 八王子 島根

山形 金沢 広島

福島 信州 香川

茨城 FE名古屋 愛媛

群馬 西宮 熊本

熊本県熊本市西区上熊本1丁目9番28号 TEL096-356-1233 

期　日 対戦相手 開始時間

9/29(土) 島根スサノオマジック 14:00

9/30(日) 島根スサノオマジック 14:00

10/6(土) 愛媛オレンジバイキングス 17:00

10/7(日) 愛媛オレンジバイキングス 14:00

10/20(土) 東京八王子ビートレインズ 17:00

10/21(日) 東京八王子ビートレインズ 14:00

11/3(土) アースフレンズ東京Z 17:00

11/4(日) アースフレンズ東京Z 14:00

11/18(日) Fイーグルス名古屋 14:00

11/19(月) Fイーグルス名古屋 19:00

12/12(水) 広島ドラゴンフライズ 19:00

12/29(土) 島根スサノオマジック 17:00

12/30(日) 島根スサノオマジック 14:00

1/14(日) 香川ファイブアローズ 14:00

1/26(金) 信州ブレイブウォーリアーズ 17:00

1/27(土) 信州ブレイブウォーリアーズ 14:00

2/16(金) 金沢武士団 調整中

2/17(土) 金沢武士団 調整中



 

 

 

 

 

 



月 日 行　　事　　名 施設名

10月 8日 県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 陸上競技場・補助競技場

20日 第43回熊日学童オリンピック（陸上競技） 陸上競技場・補助競技場

21日 第38回熊本市小体連陸上競技大会 陸上競技場

26日 熊本県消防職員駅伝大会 陸上競技場

27日 平成30年度熊本県高等学校駅伝競走大会 陸上競技場・補助競技場

11月 3日 第6回熊本リレーマラソン 陸上競技場・補助競技場

10日 ＪＦＡユニクロサッカーキッズin熊本 陸上競技場

23日 全日本少年サッカー熊本県大会　決勝 陸上競技場

24日 都道府県対抗駅伝選考会第71回熊本市中距離選手権大会 陸上競技場

12月 1日 第18回ＲＫＫ学童駅伝大会 陸上競技場

2日 ジャパンラグビートップリーグ 陸上競技場・補助競技場

8日 2018プレナスチャレンジリーグ入替戦（サッカー） 陸上競技場

16日 チビリンピックサッカー熊本県大会　決勝 陸上競技場

月 日 行　　事　　名 主催者

10月 7日 2018　J2　第36節　　ｖｓ ジェフユナイテッド千葉

28日 2018　J2　第39節　　ｖｓ ファジアーノ岡山

11月 １７日 2018　J2　第42節　　ｖｓ 愛媛FC

えがお健康スタジアム・補助競技場 TEL：096-380-0782

ロアッソ熊本 ホームゲーム

(株)アスリートクラブ熊本
〒862-0954
熊本市中央区神水３丁目
10-10 片岡ビル
TEL：096-283-1200
FAX：096-283-1300

月 日 行　　事　　名 施設名

10月
6・7・13・
14日

平成30年度熊本県高等学校テニス新人大会
Ａ・Ｂテニスコート
メインテニスコート

8日 県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」
Ａ・Ｂテニスコート
メインテニスコート
スポーツ広場・体育館

19～21日 第73回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 メインテニスコート

26日 第3回くまもと障がい者ペタンク大会 スポーツ広場

27日
第98回全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会熊本県
予選

スポーツ広場

28日 第62回熊本県養護協会秋季スポーツ大会 スポーツ広場・体育館

11月 3・23日
第98回全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会熊本県
予選

スポーツ広場

10日 第10回熊本県郡市選抜中学生軟式野球大会 Ａ・Ｂ軟式野球場

10～13日
第55回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会ラグビーフッ
トボール競技

スポーツ広場

18日 熊本県秋季クラブ対抗ソフトテニス大会
Ａ・Ｂテニスコート
メインテニスコート

23日 第10回熊本県郡市選抜中学生軟式野球大会 Ａ・Ｂ軟式野球場

12月
8・9・15・
16日

第9回日本プロ野球ＯＢクラブ杯熊本県中学生軟式野球大会 Ａ・Ｂ軟式野球場

16日 ＫＹＦＡ第21回九州女子サッカーリーグ スポーツ広場

22日 熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会
Ａ・Ｂテニスコート
メインテニスコート

月 日

10月 8日

13日

14日

19～21日

11月 17～18日

24日

12月 7～9日

22・24日

26・27日

行　　事　　名

第22回熊本県中学生新人テニス選手権大会（団体戦）

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」

第73回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会

熊日学童オリンピックソフトテニス競技

平成30年度熊本県人権子ども集会

熊本県冬季ダブルステニス選手権大会

第48回九州高校新人ソフトテニス大会兼第44回全日本高等学校選抜九州地区予選会

熊本震災復興チャリティーSUPER-RINGS（プロレス）

九州ジュニア選抜インドア大会（ソフトテニス）

熊本県民総合運動公園

パークドーム熊本 TEL：096-388-2180



 



 



  

 
































Let�s go training!!







  



   








