
試合日 曜日 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手

3月27日 土 むつみスタジアム 18:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

3月28日 日 むつみスタジアム 18:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

3月29日 月

3月30日 火

3月31日 水

4月1日 木

4月2日 金 レクザム 18:00 徳島

4月3日 土 レクザム 18:00 徳島 坊っちゃん 18:00 高知

4月4日 日 レクザム 18:00 徳島 坊っちゃん 18:00 高知

4月5日 月

4月6日 火

4月7日 水

4月8日 木

4月9日 金 高知 18:00 愛媛

4月10日 土 高知 18:00 愛媛

4月11日 日 高知 18:00 愛媛 佐伯 14:00 香川

4月12日 月 藤崎台 18:00 香川

4月13日 火 筑後 13:00 香川

4月14日 水 筑後 13:00 香川

4月15日 木 筑後 13:00 予備日

4月16日 金 　　

4月17日 土 アグリあなん 18:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

4月18日 日 むつみスタジアム 18:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

4月19日 月

4月20日 火

4月21日 水 筑後 13:00 徳島

4月22日 木 筑後 13:00 徳島

4月23日 金 宇和島 13:00 高知 筑後第二 12:30 予備日

4月24日 土 高知 18:00 香川 藤崎台 19:00 徳島

4月25日 日 高知 18:00 愛媛 佐伯 14:00 徳島

4月26日 月

4月27日 火

4月28日 水 今治 13:00 徳島

4月29日 木 高知 18:00 香川 マドンナ 13:00 徳島

4月30日 金 高知 18:00 香川

5月1日 土 高知 18:00 徳島 しおさい 13:00 香川

5月2日 日 高知 18:00 徳島 しおさい 13:00 香川

5月3日 月 むつみスタジアム 18:00 愛媛 レクザム 18:00 高知

5月4日 火 むつみスタジアム 18:00 愛媛 レクザム 17:00 高知

5月5日 水 むつみスタジアム 18:00 愛媛 レクザムBP丸亀 17:00 高知

5月6日 木

5月7日 金 しおさい 13:00 香川

5月8日 土 しおさい 13:00 香川 筑後 13:00 高知

5月9日 日 しおさい 13:00 徳島 筑後 13:00 高知

5月10日 月 筑後 13:00 予備日

5月11日 火 藤崎台 18:00 高知

5月12日 水 別大興産 18:00 高知

5月13日 木

5月14日 金 むつみスタジアム 18:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

5月15日 土 三好 13:00 香川 笠岡 13:00 愛媛

5月16日 日 むつみスタジアム 18:00 香川 大洲 13:00 高知

5月17日 月

5月18日 火 筑後 13:00 愛媛

5月19日 水 筑後 13:00 愛媛

5月20日 木 筑後 13:00 予備日

5月21日 金 レクザム 18:00 徳島 藤崎台 19:00 愛媛

5月22日 土 大方 13:00 徳島 レクザム 17:00 SBH 竹田 14:00 愛媛

5月23日 日 大方 13:00 徳島 レクザム 13:00 SBH

5月24日 月 レクザムBP丸亀 18:00 予備日

5月25日 火 高知 18:00 SBH

5月26日 水 高知 18:00 SBH

5月27日 木 高知 18:00 予備日

5月28日 金 むつみスタジアム 18:00 香川 今治 17:00 高知

5月29日 土 むつみスタジアム 18:00 香川 坊っちゃん 13:00 SBH

5月30日 日 アグリあなん 18:00 香川 坊っちゃん 13:00 SBH

5月31日 月 坊っちゃん 13:00 予備日

6月1日 火 アグリあなん 18:00 SBH

6月2日 水 むつみスタジアム 18:00 SBH

6月3日 木 むつみスタジアム 18:00 予備日

6月4日 金 レクザムBP丸亀 18:00 徳島

6月5日 土 むつみスタジアム 18:00 愛媛 観音寺 13:00 高知

6月6日 日 オロナミンＣ 18:00 愛媛 観音寺 13:00 高知

6月7日 月

6月8日 火

6月9日 水

6月10日 木

6月11日 金 高知 18:00 徳島 東予 18:00 香川

6月12日 土 高知 18:00 香川 新居浜 13:00 徳島

6月13日 日 高知 18:00 香川 新居浜 13:00 徳島

前期日程(ホーム17試合、ビジター17試合：合計34試合） 練習試合(ビジターのみ)

愛媛ホーム徳島ホーム 香川ホーム高知ホーム ソフトバンク交流戦　ビジター 九州アジアプロ野球リーグ



試合日 曜日 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手 球場 時間 対戦相手

7月1日 木 臼杵 18:00 香川

7月2日 金 藤崎台 18:00 香川

7月3日 土 高知 18:00 徳島 筑後 18:00 香川

7月4日 日 むつみスタジアム 18:00 愛媛 筑後 18:00 香川

7月5日 月 筑後 13:00 予備日

7月6日 火 レクザム 13:00 徳島

7月7日 水 むつみスタジアム 18:00 愛媛

7月8日 木

7月9日 金 高知 18:00 香川

7月10日 土 レクザム 18:00 徳島 マドンナ 13:00 高知

7月11日 日 いきなスポレク 13:00 高知

7月12日 月

7月13日 火

7月14日 水 筑後 18:00 徳島

7月15日 木 筑後 18:00 徳島 臼杵 18:00 愛媛

7月16日 金 筑後 13:00 予備日 山鹿 14:00 愛媛

7月17日 土 筑後 18:00 愛媛 山鹿 14:00 徳島

7月18日 日 筑後 18:00 愛媛 佐伯 14:00 徳島

7月19日 月 筑後 13:00 予備日

7月20日 火

7月21日 水 むつみスタジアム 18:00 高知

7月22日 木 むつみスタジアム 18:00 高知 川之江 13:00 香川

7月23日 金 三好 13:00 高知 レクザム 18:00 愛媛

7月24日 土 高知 18:00 徳島 新居浜 13:00 香川

7月25日 日 高知 18:00 徳島 新居浜 13:00 香川

7月26日 月

7月27日 火 　 今治 17:00 徳島

7月28日 水 レクザムBP丸亀 13:00 徳島

7月29日 木 　

7月30日 金 レクザム 18:00 高知

7月31日 土 レクザム 17:00 高知 川之江 13:00 徳島

8月1日 日 レクザム 17:00 高知 川之江 13:00 徳島

8月2日 月

8月3日 火 　

8月4日 水 レクザムBP丸亀 13:00 愛媛

8月5日 木 　

8月6日 金 高知 18:00 愛媛 レクザムBP丸亀 18:00 徳島

8月7日 土 高知 18:00 愛媛 レクザムBP丸亀 17:00 徳島

8月8日 日 蛇王 13:00 香川 西予宇和 13:00 高知

8月9日 月 アグリあなん 18:00 香川 宇和島 18:00 高知

8月10日 火

8月11日 水 レクザムBP丸亀 13:00 高知

8月12日 木 　

8月13日 金 オロナミンＣ 18:00 香川

8月14日 土 アグリあなん 18:00 香川 室戸 14:00 愛媛

8月15日 日 四万十 14:00 愛媛

8月16日 月

8月17日 火 　

8月18日 水 　

8月19日 木 　

8月20日 金 高知 18:00 徳島 レクザムBP丸亀 18:00 愛媛

8月21日 土 むつみスタジアム 18:00 高知 坊っちゃん 18:00 香川

8月22日 日 むつみスタジアム 18:00 愛媛 越知 14:00 香川

8月23日 月

8月24日 火

8月25日 水 アグリあなん 18:00 香川 宇和島 18:00 SBH

8月26日 木 宇和島 18:00 SBH

8月27日 金 宇和島 13:00 予備日

8月28日 土 東部 14:00 SBH レクザムBP丸亀 17:00 愛媛

8月29日 日 東部 14:00 SBH レクザムBP丸亀 18:00 愛媛

8月30日 月 東部 14:00 予備日

8月31日 火 レクザム 13:00 SBH

9月1日 水 レクザム 13:00 SBH

9月2日 木 レクザム 13:00 予備日

9月3日 金 高知 18:00 香川

9月4日 土 アグリあなん 18:00 SBH 南レク 13:00 高知

9月5日 日 むつみスタジアム 18:00 SBH 高知 18:00 香川

9月6日 月 むつみスタジアム 18:00 予備日

9月7日 火

9月8日 水

9月9日 木 別大興産 18:00 高知

9月10日 金 藤崎台 18:00 高知

9月11日 土 大洲 13:00 徳島 筑後 18:00 高知

9月12日 日 城の台 13:00 徳島 筑後 18:00 高知

9月13日 月 筑後 13:00 予備日

9月14日 火

9月15日 水 高知 18:00 愛媛

9月16日 木

9月17日 金 高知 18:00 徳島

9月18日 土 むつみスタジアム 18:00 高知 坊っちゃん 18:00 香川

9月19日 日 むつみスタジアム 18:00 愛媛 安芸 14:00 香川 　　

9月20日 月 むつみスタジアム 18:00 愛媛 レクザム 18:00 高知 　　

練習試合(ビジターのみ)

徳島ホーム 高知ホーム 香川ホーム 愛媛ホーム ソフトバンク交流戦　ビジター 九州アジアプロ野球リーグ

後期日程(ホーム17試合、ビジター17試合：合計34試合）



表記名 通　　称 球場正式名称 住　　所 電話番号

レクザム レクザムスタジアム 香川県営野球場 香川県高松市生島町６１４　香川県総合運動公園内 ０８７－８８１－０３５５

観音寺 観音寺市総合運動公園野球場 香川県観音寺市池之尻町山越１０７１ ０８７５－２７－６１５７

レクザムBP丸亀 レクザムボールパーク丸亀 丸亀市民球場 香川県丸亀市金倉町９７５番地 ０８７７ー３５－８２００

高知 高知球場 高知市総合運動場 高知県高知市大原町１５８ ０８８－８３３－２６２６

東部 高知東部球場 高知市東部総合運動場 高知県高知市五台山１７３６－1 ０８８－８７８－１１５０

室戸 室戸マリン球場 室戸広域公園 高知県室戸市領家８００ ０８８７－２４－２６３０

四万十 四万十スタジアム 四万十市安並運動公園野球場 高知県四万十市安並４２３１ ０８８０－３４－２０７１

大方 大方球場 高知県幡多郡黒潮町入野６９３１－１ ０８８０－４３－２１１１

安芸 安芸市営球場 高知県安芸市桜ヶ丘町２２４８－１ ０８８７－３５－１０２０

越知 越知町民総合運動場 高知県高岡郡越知町越知甲３２６８ ０８８９－２６－１１１９

笠岡 どんぐり球場 かさおか古代の丘スポーツ公園野球場 岡山県笠岡市走出３４７８ ０８６５－６５－２１００

坊っちゃん 坊っちゃんスタジアム 松山中央運動公園野球場 愛媛県松山市市坪西町６２５－１ ０８９－９６５－３０００

マドンナ マドンナスタジアム 松山中央運動公園サブ野球場 愛媛県松山市市坪西町６２５－１ ０８９－９６５－３０００

今治 今治市営球場 愛媛県今治市大新田町５－１１１－７ ０８９８－２４－２３５１
西予宇和 西予市営宇和球場 愛媛県西予市宇和町卯之町５－１１８ ０８９４－６２－６４１６

しおさい しおさい公園野球場 伊予市民球場 愛媛県伊予市森甲９１－１ ０８９－９８２－２３６７

東予 西条市東予運動公園野球場 愛媛県西条市河原津新田甲１５７ ０８９８－６６－０３６１

新居浜 新居浜市営野球場 愛媛県新居浜市新須賀町３－２－５４ ０８９７－３４－０５１８

川之江 浜公園川之江野球場 愛媛県四国中央市川之江町４１０７－２ ０８９６－５６－９３００

いきなスポレク 上島町いきなスポレク公園野球場 愛媛県越智郡上島町生名４５２８ ０８９７－７４－０９０６

南レク 南レク城辺公園野球場 愛媛県南宇和郡愛南町城辺蓮乗寺２９９ ０８９５－７３－１２７７

宇和島 宇和島市営丸山球場 愛媛県宇和島市和霊町５５５－１ ０８９５－２４－１２９５

城の台 内子町城の台公園多目的広場 愛媛県喜多郡内子町小田４２０番地 ０８９２－５２－２０２０

大洲 八幡浜・大洲地区運動公園野球場 愛媛県大洲市平野町野田乙１６４４ ０８９３－２３－５５２４

オロナミンＣ オロナミンＣ球場 徳島県鳴門総合運動公園野球場 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚６１ ０８８－６８５－３１３１

むつみスタジアム むつみスタジアム 徳島県蔵本公園野球場 徳島県徳島市庄町１－７６－２ ０８８－６３１－７５４９

アグリあなん ＪＡアグリあなんスタジアム 徳島県南部健康運動公園野球場 徳島県阿南市桑野町桑野谷３４－１ ０８８４－２６－１８８５

三好 三好市吉野川運動公園野球場 徳島県三好市池田町イタノ３１８４－１ ０８８３－７２－５７５５

蛇王 蛇王球場 蛇王運動公園野球場 徳島県海部郡海陽町浅川西福良４３ ０８８４－７４－３１１１

筑後 タマホーム　スタジアム筑後 福岡県筑後市津島７５７－1
筑後第二 ホークススタジアム筑後第二 福岡県筑後市津島７５７－1

四国アイランドリーグplus公式戦および定期交流戦 ／ 開催球場


