
日本プロ野球ＯＢクラブ　公益社団法人全国野球振興会

No. 都道府県 天候 会場 開催時間 人数 対象 現地担当機関

1 北海道 江差町 江差町民球場 小雨 外 8：30～12：00 94 小学1年生～中学3年生 江差町教育委員会

2 青森県 むつ市 むつ市立大平小学校体育館 雨 屋内 13：00～16：00 150 小学2年生～中学3年生 むつ市役所市民生部市民スポーツ課

3 岩手県 奥州市 水沢公園 水沢体育館 曇り 屋内 13：00～15：30 150 小学1年生～6年生 奥州市スポーツ少年団

4 秋田県 三種町 ことおか中央公園スカルパ野球場 曇⇒晴 外 9：00～12：00 100 小学3年生～中学3年生 三種町教育委員会

5 宮城県 多賀城市 多賀城市総合体育館・大体育室 雨⇒曇 屋内 13：00～16：00 194 小学1年生～中学3年生 多賀城市体育協会

6 山形県 山形市 山形県野球場荘内銀行･日新製薬ｽﾀｼﾞｱﾑ 曇り 外 13：00～16：00 195 小学1年生～6年生 山形地区野球連盟

7 福島県 須賀川市 いわせグリーン球場 曇⇒晴 外 12：00～15：00 200 中学1年生～3年生 須賀川硬式野球連盟

8 茨城県 古河市 古河市三和野球場 曇り 外 13：00～16：30 184 小学2年生～6年生 古河市役所 教育部 スポーツ振興課

9 栃木県 下野市 下野市別処山公園 曇り 外 13：00～16：00 300 小学1年生～中学3年生 下野市体育協会

10 群馬県 中之条町 中之条町総合グラウンド野球場 曇り 外 10：00～13：00 155 小学2年生～6年生 吾妻郡少年野球連盟

11 埼玉県 川島町 川島町防災基地グラウンド 曇り 外 13：00～16：00 158 小学2年生～中学１年生 埼玉県スポーツ少年団西部ブロック野球部会

12 東京都① 葛飾区 奥戸総合スポーツセンター野球場 曇り 外 10:30～13：15 251 小学5年生～6年生 葛飾区教育委員会

13 東京都② 練馬区 石神井松の風文化公園少年野球場 曇り 外 13：00～16：00 125 小学4年生～6年生 練馬区軟式野球連盟

14 千葉県 野田市 野田市　福田運動場 曇り 外 9：00～12：10 218 小学6年生 東葛少年野球連盟

15 神奈川県 平塚市 バッティングパレス相石スタジアムひらつか 晴 外 13：00～16：00 500 小学1年生～6年生 平塚市少年野球連盟

16 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 曇り 外 14：00～16：30 80 小学1年生～6年生 甲州市教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興担当

17 長野県 上田市 上田市丸子総合グラウンド 晴 外 12：45～16：00 165 小学1年生～中学3年生 丸子早起野球連盟

18 新潟県 五泉市 五泉市営野球場 晴 外 12：00～15：00 79 小学1年生～6年生 五泉市野球連盟 少年野球育成会

19 静岡県 菊川市 菊川運動公園 野球場 曇り 外 13：00～16：00 180 小学1年生～6年生 静岡県野球連盟　菊川支部

20 愛知県 名古屋市 パロマ瑞穂野球場 晴 外 13：00～16：00 320 小学4年生～6年生 ジュニアベースボールリーグ愛知（JBLA)

21 岐阜県 各務原市 各務原市総合運動公園野球場 晴 外 12：40～16：25 233 小学5年生～6年生 各務原市スポーツ少年団野球部会

22 三重県 菰野市 大羽根運動公園野球場 晴 外 9：00～12：00 92 小学1年生～6年生 菰野町教育委員会

23 富山県 高岡市 高岡西部総合公園野球場（ボールパーク高岡） 晴 外 13：30～16：30 260 小学3年生～6年生 富山県軟式野球連盟高岡野球協会

24 石川県 能美市 能美市寺井野球場 晴 外 13：30～16：00 100 小学4年生～6年生 石川県学童野球連盟 能美学童野球連盟

25 福井県 越前町 織田中央公園グラウンド 晴 外 13：30～16：00 80 小学1年生～6年生 丹生郡軟式野球連盟

26 滋賀県 甲賀市 甲賀市水口スポーツの森野球場 晴 外 13：30～16：30 216 小学1年生～6年生 滋賀県軟式野球連盟

27 京都府 精華町 精華町立山田荘小学校 晴 外 13：00～16：00 230 小学1年生～6年生 南京都少年野球連盟

28 奈良県 桜井市 桜井市芝運動公園・運動場 晴 外 9：00～12：30 210 小学1年生～6年生 桜井市軟式野球連盟

29 和歌山県 紀の川市 紀の川市粉河運動場 晴 外 9：30～12：30 287 小学1年生～6年生 和歌山県軟式野球連盟　那賀支部　学童部

30 大阪府 大阪市 太子橋少年野球場 晴 外 12：30～16：00 276 小学4年生～6年生 守口少年野球団

31 兵庫県 西脇市 黒田庄ふれあいスタジアム 晴 外 13：00～16：00 218 小学3年生～6年生

32 鳥取県 鳥取市 鳥取市営美保球場 晴 外 13：00～16：00 230 小学3年生～6年生 鳥取市少年軟式野球リーグ連盟

33 島根県 雲南市 雲南市大東公園野球場 晴 外 13：00～15：30 180 小学1年生～6年生 株式会社キラキラ雲南　雲南市大東公園市民体育館

34 岡山県 玉野市 玉野市民総合運動公園　陸上競技場 晴 外 9：00～13：00 150 小学1年生～6年生 玉野市野球スポーツ少年団連絡協議会

35 広島県 大竹市 大竹市晴海臨海公園野球場 晴 外 12：30～16：00 470 小学2年生～中学3年生 広島県軟式野球連盟　西部地区

36 山口県 下関市 オーヴィジョンスタジアム下関 晴 外 10：00～13：00 130 小学2年生～6年生 下関市観光交流部スポーツ振興課

37 香川県 綾川町 綾川町ふれあい公園野球場 晴 外 13：00～16：00 150 小学1年生～6年生

38 徳島県 鳴門市 鳴門オロナミンC球場 晴 外 13：00～16：00 121 小学4年生～6年生 一般社団法人徳島新聞社、徳島県軟式野球連盟

39 高知県 四万十町 四万十町窪川運動場野球場 晴 外 13：00～15：30 189 中学1年生～3年生 四万十町立窪川中学校

40 愛媛県 西条市 丹原総合公園 晴 外 13：00～16：00 102 小学1年生～中学3年生 愛媛県軟式野球連盟西条市

41 福岡県 小郡市 端間グラウンド（福童浄化センターグラウンド） 晴 外 13：30～16：00 140 小学3年生～中学3年生 小郡リトルシニア

42 佐賀県 小城市 牛津総合公園（アイル） 晴 外 9：00～12：00 120 小学4年生～6年生 佐賀県軟式野球連盟

43 長崎県 長崎市 長崎市総合運動公園かきどまり野球場 晴 外 9：00～11：50 180 小学1年生～6年生 長崎市学童軟式野球協議会

44 熊本県 熊本市 浜線健康パーク（田迎運動公園運動施設） 晴 外 10：30～13：00 150 小学3年生～中学3年生 NPO法人熊本県野球協議会

45 大分県 宇佐市 平成の森公園野球場 晴 外 12：30～15：30 200 小学3年生～中学3年生 九州総合スポーツカレッジ

46 宮崎県 川南町 川南町運動公園内野球場 晴 外・屋内 13：00～16：00 161 小学1年生～6年生 川南町教育委員会　教育課

47 鹿児島県 姶良市 姶良市総合運動公園野球場 晴 外 9：00～13：15 160 小学1年生～中学3年生 姶良市教育委員会　保健体育課　スポーツ振興係

48 沖縄県 宮古島市 宮古島市民球場 晴 外 13：00～16：00 250 小学5年生～中学3年生

※数字は野球教室開催終了直後の報告に基づく速報値です。
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