
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(大分) 14:00 香川

4月12日 月 藤崎台(熊本) 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(熊本) 19:00 徳島

4月25日 日 高知 18:00 愛媛 佐伯(大分) 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(熊本) 18:00 高知

5月12日 水 別大興産(大分) 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(熊本) 19:00 愛媛

5月22日 土 大方 13:00 徳島 レクザム 17:00 SBH 竹田(大分) 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

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

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



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(大分) 18:00 香川

7月2日 金 藤崎台(熊本) 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(大分) 18:00 愛媛

7月16日 金 筑後 13:00 予備日 山鹿(熊本) 14:00 愛媛

7月17日 土 筑後 18:00 愛媛 山鹿(熊本) 14:00 徳島

7月18日 日 筑後 18:00 愛媛 臼杵(大分) 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(大分) 18:00 高知

9月10日 金 藤崎台(熊本) 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 　　

後期日程(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)

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


