
曜日 球場 時間 球場 時間 球場 時間 球場 時間 球場 時間

6月20日 土 埼玉 - 茨城 熊谷 13:00 福島 - 群馬 あいづ 13:30 新潟 - 信濃 エコスタ 13:00 富山 - 石川 県営富山 13:00 福井 - 滋賀 丹南 13:00

6月21日 日 茨城 - 神奈川 J:COM 13:00 栃木 - 埼玉 栃木県営 13:00 群馬 - 福島 城南 13:00 信濃 - 新潟 中野 13:00 滋賀 - 福井 湖東 13:00

6月22日 月 神奈川 - 栃木 平塚 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00

6月23日 火 神奈川 - 埼玉 平塚 13:00 新潟 - 福島 エコスタ 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00 福井 - 滋賀 福井県営 18:00

6月24日 水 福島 - 新潟 牡丹台 13:00 群馬 - 信濃 城南 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00 滋賀 - 福井 守山市民 12:00

6月25日 木

6月26日 金 栃木 - 茨城 小山 13:00 新潟 - 福島 悠久山 13:00 信濃 - 群馬 中野 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00

6月27日 土 茨城 - 栃木 日立 13:00 埼玉 - 神奈川 フラワー 13:00 福島 - 新潟 信夫ヶ丘 13:30 群馬 - 信濃 城南 13:00 滋賀 - 福井 彦根 13:00

6月28日 日 埼玉 - 茨城 北本 13:00 福島 - 信濃 牡丹台 13:30 福井 - 富山 福井県営 13:00 滋賀 - 石川 彦根 13:00

6月29日 月 福島 - 信濃 いわせ 13:00 新潟 - 群馬 悠久山 13:00 福井 - 滋賀 福井県営 13:00

6月30日 火 栃木 - 茨城 エイジェックさくら 13:00 新潟 - 福島 悠久山 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00

7月1日 水 栃木 - 茨城 エイジェックさくら 13:00 埼玉 - 神奈川 熊谷 18:00 石川 - 福井 金沢市民 13:00

7月2日 木 福島 - 新潟 牡丹台 13:00 滋賀 - 福井 守山市民 13:00

7月3日 金 茨城 - 神奈川 鹿窪 17:00 栃木 - 埼玉 エイジェックさくら 13:00 群馬 - 信濃 城南 17:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00 福井 - 滋賀 フェニスタ 18:00

7月4日 土 栃木 - 茨城 エイジェックさくら 13:00 埼玉 - 神奈川 県営大宮 13:00 群馬 - 福島 城南 16:00 富山 - 滋賀 県営富山 13:00

7月5日 日 茨城 - 埼玉 さくら 13:00 栃木 - 神奈川 栃木市営 13:00 福島 - 新潟 いいたて 13:00 信濃 - 群馬 長野県営 13:00 富山 - 石川 県営富山 13:00

7月6日 月 信濃 - 新潟 長野県営 13:00 石川 - 滋賀 金沢市民 13:00

7月7日 火 石川 - 富山 金沢市民 13:00

7月8日 水 神奈川 - 埼玉 平塚 13:00 新潟 - 信濃 パールスタジアム 13:00 福井 - 滋賀 フェニスタ 18:00

7月9日 木 茨城 - 栃木 牛久 17:00 新潟 - 群馬 パールスタジアム 13:00 石川 - 富山 金沢市民 13:00

7月10日 金 茨城 - 栃木 牛久 17:00 埼玉 - 神奈川 フラワー 17:00 信濃 - 福島 長野県営 18:00 滋賀 - 福井 彦根 13:00

7月11日 土 栃木 - 茨城 足利 13:00 神奈川 - 埼玉 南足柄 13:00 信濃 - 福島 長野県営 13:00 富山 - 石川 高岡西部 13:00 滋賀 - 福井 彦根 13:00

7月12日 日 栃木 - 茨城 足利 13:00 福島 - 新潟 南部 13:30 信濃 - 群馬 オリスタ 13:00 富山 - 石川 高岡西部 13:00 福井 - 滋賀 福井県営 13:00

7月13日 月 福島 - 新潟 いわせ 13:00

7月14日 火 埼玉 - 神奈川 フラワー 17:00 滋賀 - 石川 甲賀 13:00

7月15日 水 茨城 - 栃木 J:COM 17:00 神奈川 - 埼玉 中井 13:00 福井 - 滋賀 フェニスタ 18:00

＝ 有観客 ＝ 無観客 ＝ 調整中

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

2020年度ルートインＢＣリーグ公式戦日程

対戦カード

更新日付：2020.6.19



      更新日付：2020.6.19

県名 略称 通称 正式名称

日立 日立市民球場 日立市市民運動公園野球場

J:COM J:COMスタジアム土浦 川口運動公園

牛久 牛久運動公園野球場 牛久運動公園野球場

鹿窪 鹿窪球場 鹿窪運動公園野球場

さくら さくら運動公園野球場 さくら運動公園野球場

小山 小山市運動公園野球場 小山市小山運動公園野球場

栃木市営 栃木市営球場 栃木市総合運動公園野球場

栃木県営 栃木県営球場 栃木県総合運動公園野球場 

足利 足利市総合運動場 足利市総合運動場硬式野球場

エイジェックさくら エイジェックさくら球場 エイジェックさくら球場

熊谷 熊谷公園球場 熊谷さくら運動公園球場

フラワー 鴻巣フラワースタジアム 上谷総合公園野球場

県営大宮 県営大宮球場 埼玉県営大宮公園球場

北本 ヒートベアーズ北本スタジアム 北本総合公園野球場

平塚 バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚球場

中井 星槎中井スタジアム 中井中央公園野球場

南足柄 南足柄球場 南足柄球場

あいづ あいづ球場 あいづ球場

南部 南部スタジアム いわき市南部スタジアム

いわせ いわせグリーン いわせグリーン球場

牡丹台 牡丹台野球場 牡丹台野球場

いいたて いいたて球場 いいたてスポーツ公園いいたて球場

信夫ヶ丘 信夫ヶ丘球場 福島市信夫ヶ丘球場

エコスタ ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟 ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟

悠久山 悠久山野球場 長岡市悠久山野球場

パールスタジアム 三条パール金属スタジアム 三条パール金属スタジアム

群馬県 城南 城南球場 高崎市城南野球場

オリスタ 長野オリンピックスタジアム 南長野運動公園野球場

長野県営 長野県営野球場 長野県営野球場

中野 中野市営野球場 中野市営野球場

県営富山 県営富山野球場 富山県五福公園県営富山野球場

高岡西部 ボールパーク高岡 高岡西部総合公園野球場

石川県 金沢市民 金沢市民野球場 金沢城北市民運動公園　

フェニスタ 福井フェニックススタジアム 福井市スポーツ公園野球場

福井県営 福井県営球場 福井県営球場

丹南 丹南総合公園野球場 丹南総合公園野球場

甲賀 甲賀市民スタジアム 甲賀市水口スポーツの森甲賀市民スタジアム

湖東 湖東スタジアム 東近江市ひばり公園湖東スタジアム

彦根 彦根球場 滋賀県立彦根総合運動場

守山市民 守山市民球場 守山市民運動公園
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