
社会人チーム 平成３１年２月１９日現在

市町村 チーム名 球場名
セガサミー １／２８（月） ～ ２／２２（金） 久峰総合公園
関メディベースボール学院 ３／１１（月） ～ ３／２１（木） SOKKENスタジアム
エイジェック ３／１９（火） ～ ３／２５（月） 清武第２野球場

延岡市 ＳＵＢＡＲＵ ２／５（火） ～ ２／１５（金） 西階野球場
日南市 ＪＦＥ東日本 ２／２７（水） ～ ３／２（土） 東光寺球場
西都市 東邦ガス ２／２７（水） ～ ３／６（水） 西都原野球場
日向市 パナソニック ２／３（日） ～ ２／１７（日） お倉ヶ浜総合公園
串間市 ＪＲ西日本 ２／７（木） ～ ２／１７（日） 串間市総合運動公園
綾町 東京ガス ２／１１（月） ～ ２／２５（月） 錦原野球場
高鍋町 ＭＨＰＳ ２／１８（月） ～ ２／２８（木） 高鍋町営球場ほか
川南町 新日鐵住金鹿島 ２／１４（木） ～ ２／２６（火） 川南町運動公園

大学チーム
市町村 チーム名 球場名

２／１８（月） ～ ２／２８（木） 田野運動公園
３／１（金） ～ ３／７（木） 生目第２野球場・アイビースタジアム

福岡大学 ３／１１（月） ～ ３／１６（土） 生目第２野球場・アイビースタジアム

北九州市立大学 ３／６（水） ～ ３／１７（日） 清武第２野球場
横浜商科大学 ３／５（火） ～ ３／１４（木） 久峰総合公園
大阪体育大学 ３／３（日） ～ ３／１３（水） 県総合運動公園
韓国檀国（ﾀﾞﾝｸﾞｸ）大学 １／１２（土） ～ ２／９（土） 田野運動公園
東海大学（準硬式） ２／1（金） ～ ２／６（水） 都城市営野球場
青山学院大学（準硬式） ２／１２（火） ～ ２／１６（土） 都城市営野球場
明治大学（軟式） ２／１６（土） ～ ２／２３（土） 都城市営野球場
龍谷大学（準硬式） ２／２３（土） ～ ３／１（金） 都城市営野球場
東京６大学理工学部 ３／１（金） ～ ３／６（水） 都城市営野球場、高城運動公園
國學院大学（準硬式） ３／６（水） ～ ３／１０（日） 都城市営野球場
佛教大学（軟式） ３／１０（日） ～ ３／１５（金） 都城市営野球場
中央大学（軟式） ３／１１（月） ～ ３／１５（金） 高城運動公園
東京経済大学 ２／１６（土） ～ ２／２５（月） 西階野球場
敬愛大学 ２／２５（月） ～ ３／５（火） 西階野球場
名古屋産業大学 ３／４（月） ～ ３／１２（火） 天福球場
駿河台大学 ３／４（月） ～ ３／２０（水） 東光寺球場
九州大学医学部（準硬式） ３／２２（金） ～ ３／２５（月） 東光寺球場
徳山大学 ２／２２（金） ～ ３／４（月） 南郷スタジアム
八戸学院大学 ３／５（火） ～ ３／１３（水） 南郷スタジアム
函館大学 ３／１３（水） ～ ３／２５（月） 南郷スタジアム
韓国仁川才能大学校 １／８（火） ～ １／２９（火） 串間市総合運動公園
広島経済大学 ２／１９（火） ～ ２／２８（木） 串間市総合運動公園
中京大学 ２／２７（水） ～ ３／１１（月） 串間市総合運動公園
中京大学（準硬式） ３／１１（月） ～ ３／１９（火） 串間市総合運動公園
大阪府立大学 ３／１９（火） ～ ３／２３（土） 串間市総合運動公園
韓国東亞（ドンア）大学 １／２２（火） ～ ２／１５（金） 西都西地区野球場
東北大学 ２／２１（木） ～ ２／２８（木） 西都西地区野球場
立教大学 ３／５（火） ～ ３／１５（金） 西都原野球場
長崎県立大学（準硬式） ２／９（土） ～ ２／１１（月） 小林市総合運動公園
大阪産業大学 ２／１６（土） ～ ３／２（土） 小林市総合運動公園
韓国建国(ｹﾝｺｸ)大学 １／１７（木） ～ ２／１５（金） 旭ヶ丘野球場
東京６大学理工学部 ３／１（金） ～ ３／６（水） 旭ヶ丘野球場
大阪大学（準硬式） ３／１（金） ～ ３／９（土） 錦原野球場
福岡教育大学 ３／９（土） ～ ３／１４（木） 錦原野球場
名古屋商科大学 ２／３（日） ～ ２／１０（日） 高鍋町営球場ほか
桐蔭横浜大学 ３／４（月） ～ ３／１４（木） 高鍋町営球場ほか
星槎道都大学 ３／１６（土） ～ ３／２２（金） 高鍋町営球場ほか
成城大学 ２／８（金） ～ ２／１３（水） 川南町運動公園
東京大学（軟式） ２／２７（水） ～ ３／４（月） 川南町運動公園
東北公益文科大学 ３／４（月） ～ ３／９（土） 川南町運動公園
帝京大学（準硬式） ３／９（土） ～ ３／１４（木） 川南町運動公園
慶應義塾大学(軟式) ２／８（金） ～ ２／１５（金） 門川海浜総合公園
高岡法科大学 ２／２５（月） ～ ３／１２（火） 門川海浜総合公園
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高校チーム
市町村 チーム名 球場名

札幌日大高校 ３／２５（月） ～ ３／３０（土） SOKKENスタジアム
白樺学園高校 ３／２８（木） ～ ４／４（木） 清武第２野球場
京都成章高校 ３／２３（土） ～ ３／２７（水） 串間市総合運動公園
浦和麗明高校 ３／２７（水） ～ ３／３０（土） 串間市総合運動公園

都城市 韓国ソウルデザイン高校 １／２２（火） ～ ２／２２（金） 高崎運動公園
塔南高校 ３／２２（金） ～ ３／２５（月） 西都原野球場
旭川龍谷高校、桜ヶ丘高校 ３／２８（木） ～ ４／３（水） 西都原野球場

新富町 韓国光州第一高校 １／２７（日） ～ ２／２４（日） 日置野球場
川南町 立命館守山高校 ３／２１（木） ～ 川南町運動公園
綾町 旭川東高校 ３／２３（土） ～ ４／１（月） 錦原野球場

女子ソフトボールチーム
塩野義製薬女子ソフトボール部 ２／７（木） ～ ２／１６（土） 高城運動公園
日本精工女子ソフトボール部 ２／１７（日） ～ ２／２８（木） 高城運動公園

　※日程は変更される場合があります。
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