
■レギュラーシーズン

開始時間 三塁側 ⼀塁側 開始時間 三塁側 ⼀塁側
3 28 ⽉ 千葉 千葉市 ZOZOマリン 19:00 ビックカメラ⾼崎 vs. トヨタ

群⾺ ⾼崎市 宇津⽊スタジアム 11:00 ⼾⽥中央 vs. ⼤垣ミナモ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ホンダ
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 太陽誘電 vs. ⽇⽴ 14:00 デンソー vs. ＮＥＣプラットフォームズ
愛知 名古屋市 パロマ瑞穂野球場 11:00 東海理化 vs. シオノギ 14:00 トヨタ vs. 伊予銀⾏
滋賀 草津市 草津グリーンスタジアム 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. ＳＧホールディングス 14:00 ⽇本精⼯ vs. タカギ北九州
群⾺ ⾼崎市 宇津⽊スタジアム 11:00 ⼤垣ミナモ vs. ホンダ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ⼾⽥中央
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ⽇⽴ 14:00 デンソー vs. 太陽誘電
愛知 名古屋市 パロマ瑞穂野球場 11:00 伊予銀⾏ vs. 東海理化 14:00 トヨタ vs. シオノギ
滋賀 草津市 草津グリーンスタジアム 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. タカギ北九州 14:00 ⽇本精⼯ vs. ＳＧホールディングス
栃⽊ ⼤⽥原市 美原公園野球場 11:00 太陽誘電 vs. ⼾⽥中央 14:00 ホンダ vs. ＮＥＣプラットフォームズ
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 14:00 ⼤垣ミナモ vs. ⽇⽴
愛知 ⼀宮市 平島公園野球場 11:00 ⽇本精⼯ vs. トヨタ 14:00 東海理化 vs. 豊⽥⾃動織機
愛媛 松⼭市 マドンナスタジアム 11:00 シオノギ vs. タカギ北九州 14:00 伊予銀⾏ vs. ＳＧホールディングス
栃⽊ ⼤⽥原市 美原公園野球場 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ⼾⽥中央 14:00 ホンダ vs. 太陽誘電
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 11:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ⽇⽴ 14:00 ⼤垣ミナモ vs. デンソー
愛知 ⼀宮市 平島公園野球場 10:00 東海理化 vs. ⽇本精⼯ 13:00 豊⽥⾃動織機 vs. トヨタ
愛媛 松⼭市 マドンナスタジアム 11:00 シオノギ vs. ＳＧホールディングス 14:00 伊予銀⾏ vs. タカギ北九州

11 ⽉ 岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 18:30 デンソー vs. ビックカメラ⾼崎
神奈川 茅ヶ崎市 茅ヶ崎公園野球場 11:00 デンソー vs. ⼾⽥中央 14:00 ⽇⽴ vs. ホンダ
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 11:00 ⼤垣ミナモ vs. 太陽誘電 14:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ビックカメラ⾼崎
滋賀 草津市 草津グリーンスタジアム 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. シオノギ 14:00 ⽇本精⼯ vs. 伊予銀⾏
福岡 北九州市 桃園球場 11:00 東海理化 vs. ＳＧホールディングス 14:00 タカギ北九州 vs. トヨタ
神奈川 茅ヶ崎市 茅ヶ崎公園野球場 11:00 デンソー vs. ホンダ 14:00 ⽇⽴ vs. ⼾⽥中央
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 11:00 ビックカメラ⾼崎 vs. 太陽誘電 14:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ⼤垣ミナモ
滋賀 草津市 草津グリーンスタジアム 11:00 伊予銀⾏ vs. 豊⽥⾃動織機 14:00 ⽇本精⼯ vs. シオノギ
福岡 北九州市 桃園球場 11:00 トヨタ vs. ＳＧホールディングス 14:00 タカギ北九州 vs. 東海理化
群⾺ 太⽥市 太⽥市運動公園野球場 11:00 ⽇⽴ vs. ⼤垣ミナモ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. デンソー
埼⽟ さいたま市 さいたま市営⼤宮球場 11:00 太陽誘電 vs. ホンダ 14:00 ⼾⽥中央 vs. ＮＥＣプラットフォームズ
愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 14:00 ⽇本精⼯ vs. 東海理化
兵庫 尼崎市 ベイコム野球場 11:00 ＳＧホールディングス vs. 伊予銀⾏ 14:00 シオノギ vs. タカギ北九州
群⾺ 太⽥市 太⽥市運動公園野球場 11:00 デンソー vs. ⼤垣ミナモ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ⽇⽴
埼⽟ さいたま市 さいたま市営⼤宮球場 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ホンダ 14:00 ⼾⽥中央 vs. 太陽誘電
愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 11:00 東海理化 vs. 豊⽥⾃動織機 14:00 トヨタ vs. ⽇本精⼯
兵庫 尼崎市 ベイコム野球場 11:00 伊予銀⾏ vs. タカギ北九州 14:00 シオノギ vs. ＳＧホールディングス

25 ⽉ 愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 18:30 トヨタ vs. 豊⽥⾃動織機
福島 福島市 福島県営あづま球場 11:00 ⽇⽴ vs. デンソー
東京 ⼤⽥区 ⼤⽥スタジアム 11:00 ⼤垣ミナモ vs. ビックカメラ⾼崎
岡⼭ 倉敷市 マスカットスタジアム 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. ⽇本精⼯
⿅児島 ⽇置市 伊集院運動公園野球場 11:00 東海理化 vs. トヨタ
福島 福島市 福島県営あづま球場 11:00 ⼾⽥中央 vs. ホンダ
東京 ⼤⽥区 ⼤⽥スタジアム 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. 太陽誘電
岡⼭ 倉敷市 マスカットスタジアム 11:00 シオノギ vs. 伊予銀⾏
⿅児島 ⽇置市 伊集院運動公園野球場 11:00 ＳＧホールディングス vs. タカギ北九州
群⾺ ⾼崎市 宇津⽊スタジアム 11:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 太陽誘電 vs. ⼤垣ミナモ
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 ⽇⽴ vs. ⼾⽥中央 14:00 デンソー vs. ホンダ
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 11:00 ⽇本精⼯ vs. シオノギ 14:00 豊⽥⾃動織機 vs. 伊予銀⾏
京都 宇治市 ⼭城運動公園野球場 11:00 東海理化 vs. タカギ北九州 14:00 ＳＧホールディングス vs. トヨタ
群⾺ ⾼崎市 宇津⽊スタジアム 11:00 ⼤垣ミナモ vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 太陽誘電 vs. ビックカメラ⾼崎
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 ⽇⽴ vs. ホンダ 14:00 デンソー vs. ⼾⽥中央
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 11:00 ⽇本精⼯ vs. 伊予銀⾏ 14:00 豊⽥⾃動織機 vs. シオノギ
京都 宇治市 ⼭城運動公園野球場 11:00 トヨタ vs. タカギ北九州 14:00 ＳＧホールディングス vs. 東海理化
岩⼿ ⾦ヶ崎町 しんきん森⼭スタ 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. デンソー 14:00 シオノギ vs. ⼾⽥中央
栃⽊ 那須塩原市 くろいそ野球場 11:00 ⽇⽴ vs. ⽇本精⼯ 14:00 ホンダ vs. 伊予銀⾏
新潟 上越市 ⾼⽥城址公園野球場 11:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ＳＧホールディングス 14:00 太陽誘電 vs. トヨタ
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 11:00 ⼤垣ミナモ vs. タカギ北九州 14:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. 東海理化
岩⼿ ⾦ヶ崎町 しんきん森⼭スタ 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. ⼾⽥中央 14:00 シオノギ vs. デンソー
栃⽊ 那須塩原市 くろいそ野球場 11:00 ⽇⽴ vs. 伊予銀⾏ 14:00 ホンダ vs. ⽇本精⼯
新潟 上越市 ⾼⽥城址公園野球場 14:00 太陽誘電 vs. ＳＧホールディングス
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 11:00 ⼤垣ミナモ vs. 東海理化 14:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. タカギ北九州
北海道 旭川市 スタルヒン球場 11:00 ⼾⽥中央 vs. トヨタ 14:00 デンソー vs. ＳＧホールディングス
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 14:00 シオノギ vs. 太陽誘電
⾼知 ⾼知市 春野運動公園野球場 11:00 ⽇本精⼯ vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 伊予銀⾏ vs. ⼤垣ミナモ
福岡 北九州市 北九州市⺠球場 11:00 東海理化 vs. ホンダ 14:00 タカギ北九州 vs. ⽇⽴
北海道 旭川市 スタルヒン球場 11:00 ⼾⽥中央 vs. ＳＧホールディングス 14:00 デンソー vs. トヨタ
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 11:00 シオノギ vs. ビックカメラ⾼崎 14:00 豊⽥⾃動織機 vs. 太陽誘電
⾼知 ⾼知市 春野運動公園野球場 11:00 ⽇本精⼯ vs. ⼤垣ミナモ 14:00 伊予銀⾏ vs. ＮＥＣプラットフォームズ
福岡 北九州市 北九州市⺠球場 11:00 東海理化 vs. ⽇⽴ 14:00 タカギ北九州 vs. ホンダ

30 ⽉ 愛知 刈⾕市 刈⾕球場 18:30 豊⽥⾃動織機 vs. ビックカメラ⾼崎
群⾺ 桐⽣市 ⼩倉クラッチ・スタ 11:00 太陽誘電 vs. ⽇本精⼯ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. 伊予銀⾏
埼⽟ 朝霞市 朝霞中央公園野球場 11:00 デンソー vs. 東海理化 14:00 ⼾⽥中央 vs. タカギ北九州
神奈川 ⼤和市 ⼤和スタジアム 11:00 ホンダ vs. シオノギ 14:00 ⽇⽴ vs. 豊⽥⾃動織機
京都 京都市 わかさスタジアム京都 14:00 ＳＧホールディングス vs. ＮＥＣプラットフォームズ
群⾺ 桐⽣市 ⼩倉クラッチ・スタ 11:00 太陽誘電 vs. 伊予銀⾏ 14:00 ビックカメラ⾼崎 vs. ⽇本精⼯
埼⽟ 朝霞市 朝霞中央公園野球場 11:00 デンソー vs. タカギ北九州 14:00 ⼾⽥中央 vs. 東海理化
神奈川 ⼤和市 ⼤和スタジアム 11:00 ホンダ vs. 豊⽥⾃動織機 14:00 ⽇⽴ vs. シオノギ
京都 京都市 わかさスタジアム京都 11:00 トヨタ vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 ＳＧホールディングス vs. ⼤垣ミナモ

6 ⽉ 京都 京都市 わかさスタジアム京都 18:30 トヨタ vs. ⼤垣ミナモ
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. 豊⽥⾃動織機 14:00 ⼤垣ミナモ vs. シオノギ
愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 14:00 ＳＧホールディングス vs. ホンダ
愛知 ⼩牧市 ⼩牧市⺠球場 11:00 タカギ北九州 vs. ビックカメラ⾼崎 14:00 東海理化 vs. 太陽誘電
滋賀 甲賀市 甲賀市⺠スタジアム 11:00 伊予銀⾏ vs. デンソー 14:00 ⽇本精⼯ vs. ⼾⽥中央
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. シオノギ 14:00 ⼤垣ミナモ vs. 豊⽥⾃動織機
愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 11:00 ＳＧホールディングス vs. ⽇⽴ 14:00 トヨタ vs. ホンダ
愛知 ⼩牧市 ⼩牧市⺠球場 11:00 タカギ北九州 vs. 太陽誘電 14:00 東海理化 vs. ビックカメラ⾼崎
滋賀 甲賀市 甲賀市⺠スタジアム 11:00 伊予銀⾏ vs. ⼾⽥中央 14:00 ⽇本精⼯ vs. デンソー

13 ⽉ 愛知 豊⽥市 豊⽥市運動公園野球場 18:30 トヨタ vs. ⽇⽴
群⾺ 太⽥市 太⽥市運動公園野球場 14:00 太陽誘電 vs. ⼤垣ミナモ
埼⽟ 本庄市 ケイアイスタジアム 11:00 ホンダ vs. ⽇⽴ 14:00 ⼾⽥中央 vs. デンソー
⻘森 弘前市 はるか夢球場 11:00 タカギ北九州 vs. 東海理化 14:00 ＳＧホールディングス vs. トヨタ
兵庫 宍粟市 波賀メイプルスタ 11:00 伊予銀⾏ vs. ⽇本精⼯ 14:00 シオノギ vs. 豊⽥⾃動織機
群⾺ 太⽥市 太⽥市運動公園野球場 11:00 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ⼤垣ミナモ 14:00 太陽誘電 vs. ビックカメラ⾼崎
埼⽟ 本庄市 ケイアイスタジアム 11:00 ホンダ vs. デンソー 14:00 ⼾⽥中央 vs. ⽇⽴
⻘森 弘前市 はるか夢球場 11:00 タカギ北九州 vs. トヨタ 14:00 ＳＧホールディングス vs. 東海理化
兵庫 宍粟市 波賀メイプルスタ 11:00 豊⽥⾃動織機 vs. 伊予銀⾏ 14:00 シオノギ vs. ⽇本精⼯

20 ⽉ 群⾺ 太⽥市 太⽥市運動公園野球場 18:30 ＮＥＣプラットフォームズ vs. ビックカメラ⾼崎
岐⾩ 岐⾩市 ⻑良川球場 14:00 ホンダ vs. ビックカメラ⾼崎
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 太陽誘電 vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 デンソー vs. ⽇⽴
⼭⼝ 岩国市 絆スタジアム 11:00 シオノギ vs. 伊予銀⾏ 14:00 トヨタ vs. 東海理化
宮崎 宮崎市 アイビースタジアム 11:00 ⽇本精⼯ vs. 豊⽥⾃動織機 14:00 ＳＧホールディングス vs. タカギ北九州
岐⾩ 岐⾩市 ⻑良川球場 11:00 ホンダ vs. ⼾⽥中央 14:00 ⼤垣ミナモ vs. ビックカメラ⾼崎
愛知 安城市 デンソーBPスタジアム 11:00 ⽇⽴ vs. ＮＥＣプラットフォームズ 14:00 デンソー vs. 太陽誘電
⼭⼝ 岩国市 絆スタジアム 11:00 シオノギ vs. 東海理化 14:00 伊予銀⾏ vs. トヨタ
宮崎 宮崎市 アイビースタジアム 11:00 ＳＧホールディングス vs. ⽇本精⼯ 14:00 タカギ北九州 vs. 豊⽥⾃動織機

5 ⽉ 岐⾩ 岐⾩市 ⻑良川球場 18:30 ⼾⽥中央 vs. ⼤垣ミナモ
千葉 浦安市 浦安市運動公園野球場 13:30 ⼤垣ミナモ vs. ⽇⽴
⻑野 伊那市 伊那スタジアム 10:30 ⼾⽥中央 vs. 太陽誘電 13:30 ホンダ vs. ＮＥＣプラットフォームズ
岩⼿ ⼀関市 ⼀関運動公園野球場 10:30 東海理化 vs. ⽇本精⼯ 13:30 トヨタ vs. 豊⽥⾃動織機
⼤阪 ⼋尾市 ⼋尾市⽴⼭本球場 10:30 ＳＧホールディングス vs. シオノギ 13:30 タカギ北九州 vs. 伊予銀⾏
千葉 浦安市 浦安市運動公園野球場 10:30 ⼤垣ミナモ vs. デンソー 13:30 ⽇⽴ vs. ビックカメラ⾼崎
⻑野 伊那市 伊那スタジアム 10:30 ⼾⽥中央 vs. ＮＥＣプラットフォームズ 13:30 ホンダ vs. 太陽誘電
岩⼿ ⼀関市 ⼀関運動公園野球場 10:30 豊⽥⾃動織機 vs. 東海理化 13:30 トヨタ vs. ⽇本精⼯
⼤阪 ⼋尾市 ⼋尾市⽴⼭本球場 10:30 タカギ北九州 vs. シオノギ 13:30 伊予銀⾏ vs. ＳＧホールディングス

3 ⽉ 千葉 浦安市 浦安市運動公園野球場 18:30 ビックカメラ⾼崎 vs. デンソー
栃⽊ ⾜利市 ⾜利市硬式野球場 10:30 ビックカメラ⾼崎 vs. ⼤垣ミナモ 13:30 ホンダ vs. ⼾⽥中央
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 10:30 ⽇⽴ vs. デンソー 13:30 ＮＥＣプラットフォームズ vs. 太陽誘電
愛媛 松⼭市 坊っちゃんスタジアム 10:30 シオノギ vs. トヨタ 13:30 伊予銀⾏ vs. 東海理化
福岡 北九州市 北九州市⺠球場 10:30 ＳＧホールディングス vs. 豊⽥⾃動織機 13:30 タカギ北九州 vs. ⽇本精⼯
栃⽊ ⾜利市 ⾜利市硬式野球場 10:30 ⼾⽥中央 vs. ビックカメラ⾼崎 13:30 ホンダ vs. ⼤垣ミナモ
静岡 掛川市 いこいの広場野球場 10:30 太陽誘電 vs. ⽇⽴ 13:30 ＮＥＣプラットフォームズ vs. デンソー
愛媛 松⼭市 坊っちゃんスタジアム 10:30 東海理化 vs. トヨタ 13:30 伊予銀⾏ vs. シオノギ
福岡 北九州市 北九州市⺠球場 10:30 ⽇本精⼯ vs. 豊⽥⾃動織機 13:30 タカギ北九州 vs. ＳＧホールディングス

神奈川 横浜市 保⼟ケ⾕球場 10:30 太陽誘電 vs. デンソー 13:30 ⽇⽴ vs. ＮＥＣプラットフォームズ
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 10:30 ビックカメラ⾼崎 vs. ホンダ 13:30 ⼤垣ミナモ vs. ⼾⽥中央
愛知 豊橋市 豊橋市⺠球場 13:30 東海理化 vs. シオノギ
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 10:30 ⽇本精⼯ vs. ＳＧホールディングス 13:30 豊⽥⾃動織機 vs. タカギ北九州

神奈川 横浜市 保⼟ケ⾕球場 10:30 デンソー vs. ＮＥＣプラットフォームズ 13:30 ⽇⽴ vs. 太陽誘電
岐⾩ ⼤垣市 ⼤垣市北公園野球場 10:30 ビックカメラ⾼崎 vs. ⼾⽥中央 13:30 ⼤垣ミナモ vs. ホンダ
愛知 豊橋市 豊橋市⺠球場 10:30 トヨタ vs. シオノギ 13:30 東海理化 vs. 伊予銀⾏
愛知 刈⾕市 刈⾕球場 10:30 タカギ北九州 vs. ⽇本精⼯ 13:30 豊⽥⾃動織機 vs. ＳＧホールディングス

24 ⽉ 愛知 豊橋市 豊橋市⺠球場 18:30 トヨタ vs. 伊予銀⾏
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