
チーム名

ＪＲ東日本東北 2月18日 ～ 3月3日 草薙総合運動場　硬式野球場 （静岡県）

トヨタ自動車東日本 2月4日 ～ 2月16日 熊野市防災公園野球場 （三重県）

七十七銀行 3月7日 ～ 3月20日 名瀬運動公園野球場 （鹿児島県）

日本製紙石巻 3月8日 ～ 3月16日 掛川球場 （静岡県）

ＴＤＫ 2月28日 ～ 3月21日 徳之島町健康の森総合運動公園 （鹿児島県）

きらやか銀行 3月7日 ～ 3月14日 清水庵原球場 （静岡県）

伏木海陸運送 3月7日 ～ 3月15日 ひうち球場他 （愛媛県）

エイジェック 3月17日 ～ 3月27日 清武総合運動公園第二球場 （宮崎県）

SUBARU 2月5日 ～ 2月15日 西階球場 （宮崎県）

新日鐵住金鹿島 2月14日 ～ 2月26日 川南総合運動公園野球場 （宮崎県）

2月22日 ～ 2月26日 伊江村野球場 （沖縄県）

2月28日 ～ 3月15日 宜野湾市立野球場 （沖縄県）

日本通運 2月7日 ～ 2月21日 宮古島市民球場 （沖縄県）

2月19日 ～ 2月28日 鹿屋市平和公園野球場 （鹿児島県）

3月1日 ～ 3月7日 沖縄セルラースタジアム那覇 （沖縄県）

ＪＦＥ東日本 2月23日 ～ 3月3日 東光寺球場（日南市総合運動公園） （宮崎県）

新日鐵住金かずさマジック 2月19日 ～ 3月5日 霧島市国分運動公園国分球場 （鹿児島県）

セガサミー 1月28日 ～ 2月23日 久峰総合公園野球場 （宮崎県）

鷺宮製作所 2月11日 ～ 2月22日 東市来運動公園 湯之元野球場 （鹿児島県）

東京ガス 2月11日 ～ 2月24日 錦原運動公園野球場 （宮崎県）

明治安田生命 2月12日 ～ 2月18日 志田スタジアム （静岡県）

ＪＸｰＥＮＥＯＳ 1月31日 ～ 2月21日 名瀬運動公園野球場 （鹿児島県）

三菱日立パワーシステムズ 2月18日 ～ 3月1日 高鍋町営野球場 （宮崎県）

東芝 2月12日 ～ 2月22日 松山坊っちゃんスタジアム （愛媛県）

JR東海 2月13日 ～ 2月27日 指宿市営球場 （鹿児島県）

新日鐵住金東海REX 2月27日 ～ 3月9日 指宿市営球場 （鹿児島県）

王子 2月20日 ～ 3月1日 くまのスタジアム （三重県）

ジェイプロジェクト 2月9日 ～ 2月15日 浜松球場 （静岡県）

東海理化 2月18日 ～ 2月23日 熊野市防災公園野球場 （三重県）

東邦ガス 2月27日 ～ 3月6日 西都原運動公園野球場 (宮崎県）

西濃運輸 2月11日 ～ 2月23日 上富田町スポーツセンター （和歌山県）

トヨタ自動車 2月28日 ～ 3月13日 かりゆしホテルズボールパーク宜野座 （沖縄県）

三菱重工名古屋 2月23日 ～ 3月2日 黒潮スタジアム （和歌山県）

三菱自動車岡崎 2月12日 ～ 2月22日 高知高校新球場 （高知県）

Ｈｏｎｄａ鈴鹿 2月23日 ～ 3月5日 久米島球場他 （沖縄県）

ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 2月25日 ～ 3月1日 ダイムスタジアム伊勢 （三重県）

ニチダイ 2月9日 ～ 2月15日 黒潮スタジアム （和歌山県）

日本新薬 2月10日 ～ 2月25日 串本町総合運動公園　サン・ナンタンランド （和歌山県）

大阪ガス 3月1日 ～ 3月16日 田辺スポーツパーク （和歌山県）

ＮＴＴ西日本 2月4日 ～ 2月18日 田辺スポーツパーク野球場 （和歌山県）

日本生命 3月2日 ～ 3月11日 コザしんきんスタジアム （沖縄県）

パナソニック 2月7日 ～ 2月17日 お倉ヶ浜総合運動公園野球場 （宮崎県）

ミキハウス 2月8日 ～ 2月22日 佐伯市総合運動公園佐伯球場 （大分県）

三菱重工神戸・高砂 2月24日 ～ 3月5日 東市来運動公園 湯之元野球場 （鹿児島県）

シティライト岡山 3月10日 ～ 3月16日 高知市営球場 （高知県）

ＪＦＥ西日本 2月9日 ～ 2月22日 西条市東予運動公園野球場 （愛媛県）

三菱重工広島 2月19日 ～ 2月28日 ＪＡアグリあなんスタジアム （徳島県）

ＪＲ西日本 2月8日 ～ 2月16日 串間市総合運動公園野球場 （宮崎県）

MSH医療専門学校 3月4日 ～ 3月11日 佐伯市総合運動公園佐伯球場 （大分県）

ＪＲ四国 2月4日 ～ 2月9日 レクザムボールパーク丸亀 （香川県）

沖データコンピュータ教育学院 4月2日 ～ 4月5日 沖縄セルラースタジアム那覇 （沖縄県）

球場期間
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