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県名 略称 通称 正式名称 県名 略称 通称 正式名称

高萩 高萩市民球場 高萩市民球場 エコスタ ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟 ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟

常陸大宮 大宮市民球場 大宮運動公園市民球場 悠久山 悠久山野球場 長岡市悠久山野球場

日立 日立市民球場 日立市市民運動公園野球場
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

ノーブル ノーブルホームスタジアム水戸 水戸市総合運動公園市民球場 みどり森 みどりと森の運動公園野球場 新潟市みどりと森の運動公園野球場

笠間 笠間市民球場 笠間市総合公園市民球場 五十公野 五十公野公園野球場 新発田市五十公野公園野球場

J:COM J:COMスタジアム土浦 川口運動公園野球場 五泉 五泉市営野球場 五泉市営野球場

たつのこ TOKIWAスタジアム龍ケ崎 龍ケ崎市野球場（たつのこスタジアム） 佐藤池 佐藤池野球場 柏崎市佐藤池野球場

牛久 牛久運動公園野球場 牛久運動公園野球場 高田 高田城址公園野球場 上越市高田城址公園野球場

鹿窪 鹿窪球場 鹿窪運動公園野球場 荒川 荒川球場 村上市荒川球場

古河 古河市民球場 古河市民球場 見附 見附運動公園野球場 見附運動公園野球場

茨城県営 茨城県営球場 堀原運動公園野球場 ベーマガ ベーマガSTADIUM 南魚沼市ベーマガSTADIUM

光と風 美浦村光と風の丘公園野球場 美浦村光と風の丘公園野球場 美山 美山球場 糸魚川市美山球場

小山 小山市運動公園野球場 小山市小山運動公園野球場 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

清原 清原球場 宇都宮清原球場 長野県営 長野県営野球場 長野県営野球場

栃木市営 とちぎ木の花スタジアム 栃木市総合運動公園野球場 中野 中野市営野球場 中野市営野球場

栃木県営 栃木県営球場 栃木県総合運動公園野球場 四賀 四賀球場 四賀球場

佐野 佐野市運動公園野球場 佐野市運動公園野球場 松本 松本市野球場 松本市野球場

足利 足利市総合運動場 足利市総合運動場硬式野球場 上田 県営上田野球場 上田古戦場公園県営上田野球場

鹿沼 ヤオハンいちごパーク 野球場 鹿沼運動公園野球場 大栄小諸 大栄小諸球場 大栄小諸球場

黒磯 石川スポーツグラウンドくろいそ くろいそ運動場野球場 しんきん諏訪 しんきん諏訪湖スタジアム しんきん諏訪湖スタジアム

矢板 矢板運動公園野球場 矢板運動公園野球場 伊那スタ 伊那スタジアム 伊那スタジアム

熊谷 熊谷公園球場 熊谷さくら運動公園球場 綿半飯田 綿半飯田野球場 綿半飯田野球場

フラワー 鴻巣フラワースタジアム 上谷総合公園野球場 佐久 佐久総合運動公園野球場 佐久総合運動公園野球場

県営大宮 県営大宮球場 埼玉県営大宮公園球場 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

上尾 上尾市民球場 上尾市民球場 アルペン アルペンスタジアム 富山市民球場

東松山 東松山野球場 東松山野球場 城光寺 城光寺野球場 高岡市営城光寺野球場

飯能 飯能市民球場 飯能市民球場 となみ となみチュ-リップスタジアム 砺波市野球場

横須賀 横須賀スタジアム 横須賀スタジアム 桃山 桃山野球場 魚津桃山運動公園野球場

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 黒部 黒部野球場 宮野運動公園野球場

相模原 サーティーフォー相模原球場 相模原市立相模原球場 小矢部 小矢部野球場 小矢部運動公園小矢部野球場

小田原 小田原球場 上府中公園小田原球場 高岡西部 ボールパーク高岡 高岡西部総合公園野球場

俣野 俣野公園・横浜薬大スタジアム 俣野公園野球場 金沢市民 金沢市民野球場 金沢城北市民運動公園　

中井 星槎中井スタジアム 中井中央公園野球場 弁慶 末広野球場（弁慶スタジアム） 小松運動公園末広野球場

南足柄 南足柄球場 南足柄球場 七尾 七尾城山野球場 七尾城山野球場

開成山 ヨーク開成山スタジアム 郡山市営開成山野球場 加賀 中央公園野球場 加賀市中央公園野球場

白河 白河グリーンスタジアム 白河グリーンスタジアム 珠洲 珠洲市営野球場 珠洲市営野球場

ほばら ほばら大泉野球場 ほばら大泉野球場 寺井 寺井野球場 能美市寺井野球場

しらさわ しらさわグリーンパーク しらさわグリーンパーク 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

南部 南部スタジアム いわき市南部スタジアム 福井県営 福井県営球場 福井県営球場

いわせ いわせグリーン いわせグリーン球場 丹南 丹南総合公園野球場 丹南総合公園野球場

西会津 福島レッドホープス西会津球場 さゆり公園野球場 三国 三国運動公園野球場 三国運動公園野球場

楢葉 SOSO.Rならはスタジアム 楢葉町総合運動場ならは球場 敦賀 敦賀市総合運動公園野球場 敦賀市総合運動公園野球場

鶴沼 鶴沼球場 鶴沼球場 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

南相馬 みちのく鹿島球場 みちのく鹿島球場 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

牡丹台 牡丹台野球場 牡丹台野球場 皇子山 皇子山球場 皇子山総合運動公園野球場

南会津 びわのかげ総合運動公園野球場 びわのかげ総合運動公園野球場 彦根 オセアンBCスタジアム彦根 滋賀県立彦根総合運動場

さつき 泉崎さつき公園野球場 泉崎スポーツガーデン　さつき球場 守山市民 守山市民球場 守山市民運動公園

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 今津 今津スタジアム 今津総合運動公園 今津スタジアム

信夫ヶ丘 信夫ヶ丘球場 福島市信夫ヶ丘球場 わかさ わかさスタジアム わかさスタジアム球場

城南 城南球場 高崎市城南野球場

伊勢崎 伊勢崎球場 伊勢崎市野球場

桐生 桐生球場 小倉クラッチ・スタジアム

福島県

埼玉県

群馬県

茨城県

滋賀県
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新潟県

長野県

富山県

石川県

福井県

栃木県

神奈川県


