
らも ジャパンフェア！ 野球マンガも ！
フェア実施バッティングセンター一覧

 都道府県 住所 施設名

札幌市豊平区平岸１条１６丁目６－１ 平岸バッティングセンター
千 市 ４丁目１－２６ フジバッティングセンター
札幌市東区 ３０条東１７丁目 元町バッティングセンター
室蘭市東町４丁目３１－３ ディノスボウル室蘭
札幌市中央区宮の森３条８丁目２－３０ 山の手バッティングレンジ
札幌市清田区清田１条１丁目６－１ 札幌清田バッティングスタジアム
札幌市 区新琴似町７９５－３１ 新琴似バッティングセンター
苫小牧市木場町１丁目６－１ 苫小牧バッティングスタジアム
札幌市手 区 宮の沢３条２丁目１－１ 宮の沢バッティングパークピッチャーガエシ
上 郡炪 町大字 瀬字 沢９０－６４８ アドバンススタジアム
十和田市東三番町３８－２９ スパーク・ドーム
八 市 ３丁目１５－２７ 八 バッティングドーム
大崎市古川駅南３丁目２３ バットマン
仙台市宮城野区中野字田中106 アミューズパーク仙台港店
名取市下増田字大橋本67-2 アミューズパーク名取りんくう店
仙台市泉区七 田字大沢中 36 杜の都バッティングセンター

秋田県 能代市元町１４－６ 能代スポーツセンター
山形県 山形市 町１丁目３－２０ バッティングセンターファミリードーム

会津 松市神 町大字南四合字灷内南５０３－２ アミューズパーク会津
いわき市常磐関船町宮下４－１ アミューズパークいわき
いわき市平下神谷字馬洗７－１ アミューズパークいわき神谷店
郡山市安積町日出山２丁目８０ アミューズパーク郡山
郡山市静町２－１ アミューズパーク郡山バイパス店
東 川郡棚倉町大字 字豊前６０－２ アミューズパーク棚倉
福島市灦岩字堂ノ後７８ アミューズパーク福島
須賀川市大灦町150-1 アミューズパーク須賀川
いわき市錦町江 前59 アミューズパークいわき錦店
山形県南陽市大橋574-1 バッティングセンターステージ
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筑 市玉 １０８３ 山田バッティングセンター
土浦市真鍋２－１－２９ プラザカプコン土浦店
水 市 梅１丁目２－３１ 駅南バッティングセンター
常烛大宮市石沢１８５５－１ 大宮スタジアム
つくば市天久保２丁目４－１５ 妻木バッティングセンター
神栖市筒井１４７０－３２ スポーツランドＫＹ
神栖市土合東２丁目２－２７ 土合バッティングセンター
東茨城郡茨城町城之内742-6 ＳＳスタジアム
牛久市ひたち野東５４－１ ドリームバッティングスタジアム
取手市取手２丁目１９－１７ バーチャルドーム
水 市米沢町９０－１ パーフェクトスタジアム打撃王
佐野市堀米町６１４－８ （株）アリサカアーバンスクエア安佐エース店
宇都宮市 松原１丁目１５－２０ 宇都宮ドームミヤバッティングスタジアム
宇都宮市駒生２丁目２１ Ｋドームバッティングスタジアム
小山市城東１丁目17-9 ＫＳＣバッティングセンター小山店
那須塩原市 町２－１５ 那須スポーツセンター
下都賀郡壬生町至宝３丁目７－１ メッツスタジアム／おもちゃのまち店
栃木県真岡市台町２８５９－２ （有）メッツスタジアム／真岡スタジアム
小山市城 ３丁目２０－１３ メッツスタジアム小山店
宇都宮市石井町2595-2 ミヤバッティングスタジアム
吾妻郡東吾妻町大字 ９７８－１ 吾妻バッティングセンターＳＭＩＬＥＦＡＣＴＯＲＹ０８

安中市安中５丁目１１－２５ 安中バッテングセンター
太田市高 東町１６７５ 太田バッティングセンター
前橋市粕川町膳５８９－１ 粕川スポーツセンター
館 市近藤町８４０－１ 関東スポーツセンター（有）
佐波郡玉村町大字上新田１６８２ タマムラスポーツスタジアム
前橋市三俣町３丁目３－１ 東部バッティングセンター
高崎市中炁 町１７３－１ 榛名スポーツセンター
高崎市新保町４０７－１ バッティング・サポートクラブ・ルーキー
前橋市川曲町１９６ ベースボールパーク・ファースト
前橋市天川大島町１３４－４ 前橋バッティングセンター
伊勢崎市宮子町２８２０ 宮子バッティングセンター

  群馬県太田市内ヶ島町907-1 アピナ太田店
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さいたま市岩槻区府内2-1-10 （有）アーデルバッティングドーム
春日部市粕壁東２丁目８－２９ 春日部東バッティングセンター
久喜市江面橋詰226-1 B&Bバッティングセンター 久喜店

田市大字 野６０２ 田プレイランド
鴻巣市箕田４０３３ 鴻巣バッティングセンター
狭山市広瀬１丁目１６－４ （有）狭山スポーツセンター
川口市芝３丁目６ 芝バッティングセンター
上尾市浅間台1-21-4 セスパ上尾店
さいたま市 区大字清河寺１１９７－３ バッティングセンターヒット
さいたま市 沼区大字南中野１９７ バンブーバッティングスタジアム
坂 市大字片 １７４２－２ ブーボスボス
本庄市本町１０１８ 本庄バッティングセンター
熊谷市広瀬２５６-１. 熊谷バッティングセンター
加須市大字志多 1382-20 加須バッティングセンター
さいたま市桜区大字下大久保933-1 バッティングゾーン秋ヶ瀬
狭山市南入曽536-1 東園レジャーセンター
上尾市原市4154 セスパ東大宮店
所沢市 松町８３７－１ ヒーローズバッティングセンター
市川市大町３５９ 大慶園バッティングスタジアム
いすみ市大原８２２０－２ 大原ガーデン
市原市 台東１丁目１－１ スウィングスタジアム市原
千 市 区 沼原町２６１ 千 バッティングセンター
山武市姫島１１１－１ 千 レジャーランド成東店
柏市豊四季２８４ 豊四季ドームバッティングセンター

山市 ケ崎２－３ 山バッティングセンター
船橋市炿 台５丁目８－８ 炿 台バッティングセンター
船橋市習志野台８丁目１４－２１ 習志野台ジャイアンツ
市川市 高１丁目１－２ ニッケコルトンバッティングドーム
匝瑳市久方５９６－１ バッテングドームトーソーＳＴ
千 市中央区星久喜町８７４－１ 星久喜バッティングセンター
茂原市早野２１３０ みなみスポーツセンター
木点津市 ２－１１ 木点津バッティングセンター
我孫子市湖 台８－７－１ 湖 台バッティングセンター
八千代市米本1448-1 バッティングセンタールート16
君津市東坂田4-7-16 キミツバッティングセンター
成田市東町157 東バッティングセンター
八千代市大和田新田1088 ラッキーバッティングドーム
旭市ニ2501 旭バッティングセンターJAPAN
船橋市浜町2-2-7 ビビットスクエア4F スポーツカフェ（ビビットＢＣ）
柏市布施1095-1 柏バッティングセンター
千 市美浜区新港86-2 スウィングスタジアム千 みなと
東 市家徳２５０－３ 東 バッティングセンター
千 県中央区浜野町1025-240 JJｸﾗ ﾞ100 千 浜野店

埼玉県

千 県
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世田谷区駒沢５丁目１４－２ 駒沢バッティングスタジアム
区保木間５丁目２４－５ 竹の塚バッテイングセンター

武蔵村山市大南1-20 村山スポーツランド本店
調布市柴崎１丁目１－２ 柴崎バッテイングセンター
町田市小山町７０６－１ ダブルデイフィールドバッティングスタジアム
世田谷区鎌田４丁目１４－３ アメリカンスタジアム 
葛飾区四つ木５丁目１７－１ イーグルバッティングセンター 
武蔵野市関前２丁目１６－１３ イトーバッティングセンター
大田区蒲田５丁目２０－５ ＡＣバッティング蒲田
世田谷区桜３丁目２４－１ オークラランド
豊島区南大塚１丁目５２－４ 大塚バッティングセンター
練馬区春日町２丁目１４－１１ 春日町バッティングセンター
東久烼米市神宝町２丁目１３－３ 神山バッティングセンター
新宿区歌舞伎町２丁目２１－１３ 新宿バッティングセンター
世田谷区上祖師谷６丁目６－９ 世田谷スポーツプラザ

東京市 原町４丁目２－９ 田無ファミリーランドバッティングセンター
区王子1-4-1 王子サンスクエア

江 川区 葛 ３丁目３－２ トミーバッティングドーム
板橋区蓮根１丁目１－２０ ハスネバッティングセンター
羽村市五ノ神４丁目１３－３ 羽村ドームバッティングスタジアム
大田区大森 ４丁目７－２５ 富士バッティングセンター
江 川区松江１丁目１１－７ 松江バッテイングセンター
八王子市石川町３２７５ ワダスポーツガーデン
八王子市楢原町460-1 八王子バッティングセンター ラビットスタジアム
豊島区東池袋1-30-1 スポルト池袋屋上 池袋バッティングセンター
東村山市富士 町3-19 村山スポーツランド東村山店

東京市泉町3-13 むさしバッティングセンター
清瀬市中清 ５－１８６ バッティングセンターアスカ
東京都八王子市小比企町５４７ 八王子バッティングセンター

区千住関屋町19-1 アミューズパーク

東京都
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横浜市港南区上大岡 ２丁目１－２７ 赤い風船バッティングクラブ
横浜市旭区市沢町５７４－１５ アサヒバッティングセンター
平塚市山下７１４ アサヒバッティングセンター 
小田原市飯泉１０６４ バッティングセンター 太
海 名市中央３丁目２－５ ショッパーズプラザ海 名４Ｆ 海 名バッティングセンター
相模原市南区大野台６丁目３－４ 大野台バッティングセンター
相模原市中央区横山台１－３２－３ ＭＡＸスポーツスタジアム相模原
小田原市寿町５丁目８－５１ 小田原バッティングドーム
横浜市 塚区汲沢４丁目３５－２５ 汲沢バッティングセンター
相模原市南橋本４丁目６－１１ 相模原バッティングセンター
横浜市港 区師岡町９１１ 新横浜バッティングセンター
横浜市港 区新羽町９０４ スイングスタジアム横浜
横須賀市平成町２丁目１４－１３ スウィング横須賀
横浜市緑区中山町１８１ 中山バッティングセンター
横浜市港南区野庭町６９５ ＮＯＶＡバッティングスタジアム
大和市大和東２丁目４－３ ビッグ・バン
秦野市菖蒲１１３８－１ バッティングパレス秦野
厚木市中町４丁目１５－１ 本厚木駅前バッティングセンター
川崎市中原区上丸子八幡町５９ 丸子橋バッティングセンター
川崎市多摩区東生田4-4-1 家園ビッグゴルフ
横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-3 ４階 鶴ヶ峰バッティングセンター
伊勢原市岡崎7014-1 伊勢原バッティングセンター
大和市下鶴間807-1 アストロ大和Ｂ.Ｃ
鎌倉市城廻801-1 スウィングスタジアム湘南
神灞川県平塚市田村5-7-17 バッティングパレス湘南･平塚
川崎市多摩区瀰 ３６１ 東京バッティングセンター／ナンバー３
川崎市多摩区東三田２丁目１４－５ 東京バッティングセンター／パート３生田店

南魚沼市五日町２２３７ 五十 バッティングセンター
市今町７丁目１５－１０ サウンドボウル 店

新発田市島潟１９０－１ シバタドーム
新潟市 区内島 ２５８１ 豊栄バッティングセンター

岡市南七日町８９－２１ 岡ドームバッティングスタジアム
新潟市中央区鳥屋野３９７－１ （株）新潟スポーツドーム
上越市木田２丁目１７－２ ＷｈｉｔｅＷａｖｅ

神灞川県

新潟県
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上田市常田３丁目５－４８ 丸光洗 場
塩尻市大字広丘郷原１５７１－１ アルプスショットバッティングセンター
大町市社館之内５３３２ 大町バッティングセンター
諏訪郡下諏訪町一つ浜４７３０－３ 諏訪バッティングセンター
下伊那郡高森町下市田６５６ 高森バッティングセンター  
茅野市玉川５００ 茅野バッティングセンター  

野市大字大 島４０６５ ドリームスペースナガノ
野市大字 尾張部７７ ホームランスタジアムＮＡＧＡＮＯ

上田市御嶽堂９８－２ 丸子バッティングセンター
松本市大字芳川村井町９５３－１７ 村井バッティングセンター
上田市住吉篭田361-6 メジャースタジアム上田店
佐久市岩村田58-1 メジャースタジアム佐久店
上田市十人529-4 塩田バッティングセンター

野市 炁７－３－８ 野スカイバッティングセンター
野市村山５０２－１ アピナ 野村山店

塩尻市広丘野村１７９４－１ アピナ塩尻店
伊那市 町５０９３ アピナ伊那店
富山市山室３７ ベースボールハウスＭＶＰ／山室店
富山市羽根６８番地 ベースボールハウスＭＶＰ／有沢店
富山市本郷東部２１ ビッグエッグ
高岡市佐野１３０５ ベースボールハウススタジアム
灦部市三日市1278-2 新川ベースボールパーク バッチコイ！
富山市八尾町大杉２３８７－１ ベースボールハウス童夢

沢市炫江町中丁１７９－３ （有）ハローバッティングセンター
石川郡野々市町 松町5-5 野々市スタジアム55
石川郡野々市上 4-23-1 沢ドームスタジアム
小松市 町2-32 小松バッティングセンター
羽 市鶴多町 田５０－１ ゴーゴーカレー スポーツプラザ店

越前市芝原５丁目 ２１－３５ 烛バッティングセンター武生
福井市新保町１９－５３ 福井スタジアム
福井市中新田町８－１－１ ＢＩＧ１
鯖江市鳥井町５－１－２ リオ 山
坂井市春江町針原59-13-2 春江スポーツセンター７
坂井市三国町加 7 ワンダースタジアム
小浜市福谷９－３ 小浜バッティングセンター
福井市下荒井町３３－７－１ 烛バッティング

南都烼郡富士河口湖町船津6713-17 河口湖バッティングセンター
都烼市上谷６丁目１２－１７ 都烼バッティングセンター
甲 市 王２６－１ スタジアム・サーティワン
笛吹市石和町四日市場１７１８ パルバッティングセンター

野県

富山県

石川県

福井県

山 県
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岐阜市下灞 ２丁目１４－１０ 岐大バッティングセンター
羽島市江吉 町３４７ えぎらバッティングセンター
羽島郡岐南町上印食７丁目２９ サンフランシスコベルパーク
大垣市安井町５丁目１２ バイパスバッティング大垣店
関市上 ５８４－１ バッティングセンター
大垣市 松町１２９８ ピノキオバッテイングセンター
岐阜県岐阜市東鶉２丁目８０ 中日バッティングセンター

磐田市上万能４３８ スポーツプラザ・トスポ  
浜松市中区富塚町１６－１ （株）富塚スポーツ
御殿場市板妻８６－３ 板妻バッティングスタジアム  
静岡市駿河区池田１３０－４ 静清バッティングスタジアム
藤枝市築地５５２－１ スポーツランド・ウイング  
富士市田島７５－１ タカダバッティングセンター
掛川市上 郷２５０-１ ベースボールプラザ掛川
富士宮市三園平１０３５ 三園バッティングセンター
沼津市岡一色１９－２ 沼津バッティングスタジアム
静岡県島田市横井４丁目９－２０ 島田バッティングスタジアム
静岡県浜松市 区東三方原町198 半田山スポーツバッティングセンター
東海市名和町二番割上３３ ワイドバッティングセンター
刈谷市池田町４丁目６２５－１ マルシンバッティング・センター

春日井郡豊山町大字 山字江川６０ 空港バッティング  
豊田市十塚町５丁目１４ ホームランバッティングセンター
名古屋市名東区上社４丁目１３３ 名古屋インターバッティングセンター
大府市馬池町４丁目２１６ 大府グリーンバッティングスタジアム

羽郡扶桑町大字南山名字名護根１０３ 扶桑中日バッティングセンター
津島市寺野町字五反田４３ 甲子園バッティングセンター
海部郡 江町大字 江新田字上芝 ７１ アソビックスカニエバッティングスタジアム
一宮市篭屋3-9-1 アソビックス尾 バッティングセンター
豊橋市飯村町字高山１１６ 高山バッティングセンター
知 市 妻町丸 ２－１ ビクトリーバッティングセンター
一宮市猿海道１丁目４－９ バッティングららら 牛野店
豊橋市 山町字 ノ原４０－２０ 山バッティングセンター
小牧市山 町１１４ バッティングららら 小牧店
尾張旭市南原山町赤土２７３ バッティングららら 三郷店
春日井市浅山町１丁目３－６０ バッティングららら 篠木店
一宮市小 中島字 井 ８－４ バッティングららら 尾 店
名古屋市緑区 海町字杜 ９２ バッティングららら 緑店

春日井郡春日町大字 合字宮重１２３ スーパードーム春日
名古屋市中川区吉津１丁目２２０ バッティングららら 千音寺店
豊川市新豊町２丁目１０１ 東名豊川バッティングセンター
豊川市蔵子５丁目１３－１ パシフィックスタジアム
安城市別郷町下前田１－１ パワーランドバッティングセンター
名古屋市中村区 島２丁目１２－３ マイドーム
みよし市三好町 木５６－１ トキワスポーツバッティングセンター 三好店
一宮市東島町１丁目６－１ バイパス軟式バッティングセンター
尾張旭市 本地ケ原町3丁目63 トキワスポーツバッティングセンター 尾張旭店

尾市志 谷町烠 ２７ ゴルフ練習場烎設 Ｂ＆Ｇヤンキーススタジアム
知多市岡田字惣造廻間８ トップス
名古屋市港区宝神一丁目１８３番地 バッティングららら 港店
春日井市勝川町1-37 勝川ボウリングセンター
碧南市栄町１丁目１６ 碧南バッティングセンター

静岡県

愛知県

岐阜県



らも ジャパンフェア！ 野球マンガも ！
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三重郡朝日町小向181 アソビックス朝日バッティングセンター
伊賀市小田町1528 サンスタジアム
伊勢市小俣町湯田1507 伊勢バッティングセンター

烔市三日市町赤土田1085 スポーツパラダイス 烔
津市神 203-13 津スポーツセンターバッティングスタジアム
三重郡菰野町大字永井３０９９－１５ 湯の山スポーツクラブ
四日市市日永５－１１－１８ Y's SPODIUM
三重県名張市炿 ３１８０－３ バッティングセンター名張
三重県松阪市久米町１１６３－１ バンダイバッティングセンター
いなべ市大安町石榑東 勢バッティングセンター
松阪市八太町６１２ー１ UpDoスポーツスタジアム松阪
津市高 屋小森町２８９１－７－大新田 津プレイボールスタジアム

富田 市桜井町１丁目１－１ バッティングセンターニュー富田
大阪市東淀川区井高野４丁目７－８５ 井高野ゴルフセンター
池田市城南３丁目３－１２ 池田バッティングセンター
吹田市芳野町１３－１４ 江坂ベースボールセンター
貝塚市堤１５３ 貝塚スポーツパーク
門真市栄町１７－２ 門真バッティングスタジアム
南河内郡河南町大字東山６８６－４ 河南町バッティングセンター
大阪市東住吉区公園南矢田４丁目１４－１３ 公園南バッティングセンター

方市三 １丁目１－２０ 御殿山バッティングセンター
守口市南寺方東通１丁目１６－１ （有）新森バッティングセンター
東大阪市友井５丁目１－５１ 友井バッティングセンター
大阪市東淀川区菅原２丁目１２－２１ 豊炁バッティングセンター
羽曳野市野々上２丁目１－１５ 羽曳野バッティングセンター
阪南市灦田２４８ 阪南バッティングセンター
大阪市住之江区泉１丁目１－８２ マグスミノエ
茨木市庄２丁目２０－２７ バッティングセンターコスモエース
泉大津市我孫子２丁目１－３４ バッティングセンターニュー泉大津
大阪市東淀川区上新庄３丁目１９－３８ バッティングセンターヨコタ
吹田市江坂町４丁目１７－３ バッティングセンター緑地
東大阪市 江３丁目１３－６ 江バッティングセンター
寝屋川市国松町２４－１ ボウルバロン
大阪市 淀川区 島１丁目３－２５ PUGバッティングセンター(前嶋）
八尾市新家町３丁目５６ 八尾バッティングセンター
大阪市大正区千島１丁目２３－９１ レインボースタジアム大正店
門真市大字稗島２１５ レインボードーム花博店
四條畷市美田町1-39 なわてボウル
寝屋川市川勝町13-10 ニコニコバッティングセンター 寝屋川ジャイアント
大阪市 区中崎 2-1-13 梅田バッティングドーム
大阪府茨木市横江1-21-32 ホームランドーム茨木

大阪府

三重県



らも ジャパンフェア！ 野球マンガも ！
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伊 市 ケ丘１丁目２０－１ バッティングセンターシャローム伊 店
尼崎市久々知１丁目１０－１ バッティングセンターシャローム尼崎店
神 市 区枝吉２丁目１０３ 明石ホーマーバッティングセンター
南あわじ市広田中筋６７８－２ ＡＢＣクラッチヒッター
神 市東 区 木６丁目１１－１ 木バッティングセンター
加 市 条町古坂１丁目７４ 加 バッティングセンター
神 市 区山田町小部惣山 山８－１１ バッティングセンター
姫 市飾磨区加茂２０３－１ ホームランドーム飾磨店

宮市東 尾町１丁目１０－２６ 甲子園バッティングセンター
姫 市砥堀１３１－５ スポーツセンター３１２

宮市高木東町３９－１３ ＳｐｏｒｔｓＤｏｍｅかわらぎ
神 市須磨区 寺字 田１１４７－１ 須磨山麓バッティングセンター
洲本市宇原６５０ 洲本バッティングセンター
神 市垂水区 １丁目７ 多聞バッティングセンター
神 市垂水区名谷町字前田１０３６－１ 垂水スポーツドーム
赤穂市鷏和１１２０ 天和バッティングスタジアム

市高田井町299 インドアーベースボール
加古川市米田町船頭１５０ ニッケベースボールアカデミー
宝塚市山本野炁２丁目６－１８ 野炁バッティングセンター

波市 上町横田７３５ ヒカミバッティングセンター
加古川市尾上町安田４２５ 富士バッティングセンター
姫 市市之郷町４丁目２０ ホームランドーム姫 店
明石市 石１丁目２－１ ルート２

宮市塩瀬町生瀬字赤子谷１１３８－５ ビーコンパークスタジアム
岡市千代川町小 田２４－１ 岡ドーム

福知山市下高田２３４６ サンケイバッティングセンター
城陽市観音堂甲田５５－１ バッターボックス城陽
木津川市木津池田２ バッテイングセンター木津川

岡京市神 １９－１ 岡バッティングセンター
京都市 区上賀茂 河原町１ パルケ上賀茂

草津市東矢倉３丁目９－７５ ミナミ草津バッティングドーム
東近江市五個荘日吉町1081 ｷﾑﾗｽﾎﾟｰﾂ（ｼﾞｮｲ）
灞 市八条町６３７ 灞 バッテイングセンター
香芝市上中２０１ 香芝スポーツセンター
大和郡山市小泉町３４ スーパードーム郡山

葛城郡王寺町元町２ー２８５１ 王寺ドームスタジアム・ＯＤＳ
磯城郡田原本町南阪手６２３ 田原本バッティングセンター
五條市二 ３丁目８－１９ ダッジ１
橿原市四条町 バッティングセンター四条
大和郡山市九条町１９５－１ 森本バッティングセンター

葛城郡河合町大字大 田５７０ 大和バッティングセンター

紀の川市打田８４０－１ 打田バッティングセンター
岩出市中島１２８３－１４４ 川辺レジャーセンター
和歌山市湊５１７ 紀州バッティングスタジアム
紀の川市下井阪３２６ トマトバッティングセンター（有）
新宮市緑ケ丘２丁目１－３１ バッティングセンターブンブンスタジアム

牟 郡上富田町市ノ瀬2504-3 いちのせバッティングセンター

灞 県

滋賀県

和歌山県

兵庫県

京都府
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井原市上出部町４２４ 井原バッティングセンター
岡山市中区江並２３４ 三蟠バッティングスタジアム
岡山市南区妹尾３９０６－３ シティライトバッティングセンター
津山市津山口２９９－１ 津山バッティングセンター
倉敷市中島２３７０－３１ 中島バッティングセンター
岡山市中区下４６１ ホームランドーム岡山店
真庭市開田６１４ まにわバッティングスタジアム
倉敷市神田１丁目１４－６ 水島バッティングセンター
岡山県新 市 方８７８－２ ワイワイバッティングセンター
江田島市江田島町小用４丁目１－１３ 江田島スポーツセンター

安芸郡熊野町初神９５５４ 熊野スポーツセンター
安芸郡熊野町大字平谷2-17-9 （株）安芸バッティングセンター
広島市 区南観音５丁目１０－１２ （有）観音バッティングセンターＴＭネットワーク
広島市安佐 区上 川町１５８－１ 高陽バッティングセンター
東広島市 条町田口２４６８－１ 東広島バッティングセンター
広島市中区南竹屋町１０－１７ ビバーチャ
福山市引野町４丁目６－６ 福山ドーム
広島市東区 坂千 ２丁目７－３９ 坂バッティングセンター
広島市安佐南区緑井３丁目４－２ 緑井バッティングセンター
三次市粟屋町２８０９－１８ 三次バッティングセンター
出雲市大社町 荒木上分１５００ 浜山バッティングセンター
松江市嫁島町１４－６ ホームランドーム松江店
松江市 嫁島１丁目５ 松江バッティングセンター
出雲市平野町543 ジャストミ－トﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀ-
米子市 三 ３９１３ ＹＯＮＡＧＯバッティングスタジアム
鳥取市秋炁２７１－２ メカランド サルビア
下松市大字末武中下和田１２３９ 徳山スタジアム・バッティングセンター
山口市下小鯖６６２ ナイス２６２バーチャルバッティングセンター
宇部市大字妻崎開 割８７２－２ バッティングセンター甲子園
光市島田２丁目３－１ 光スタジアム

井市新庄多田野下４８３８－３ 井スタジアム
萩市大字椿２２９１ ユーズボウル萩
防府市大字高井２７０－２７２ バッティングセンター後楽園

高知市海 ノ丸９－２０ ドーム２３／御座店
高知市針木東町２７－５ ドーム２３／針木店
四万十市古津賀３丁目４８ ドーム２３四万十店
高知市宝永町６－３４ 宝永バッティングセンター
松山市古三津４丁目３８ アミスポプラザ三津
松山市大手町２丁目４－１ 駅前スタジアム３
新居浜市船木甲4489-1 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙGYM HAMASTA
今治市片山１丁目９－３８ しまなみバッティングセンター
新居浜市滝の宮町２６ バッティングセンター滝の宮
宇和島市高 ２－１５－３ バッティングセンター三
松山市和泉南３丁目５－３７ ホームランドーム松山店
伊予郡松前町大字鶴吉８２８ よっちゃんバッティングセンター
今治市大新田町３－２－８ 球場前バッティングセンター
伊予郡砥部町川井４７ とべバッティングセンター

丸 市田村町１５１－２ 城南バッティングセンター
歌郡宇多津町浜二番丁１９－１３ スポーツドーム宇多津

坂出市江尻町１４６１－１ 中央バッティングセンター
高松市 町１３－２８ （有）バッティングセンター瀬
高松市木太町１１２７ ホームランドーム高松店
観音寺市 岡町９７５－１ 観音寺バッティング・オートテニスセンター

阿南市宝田町大久保２５２ 阿南バッティングスタジアム
海部郡海陽町四方原字杉谷１３８－３ 海南バッティングセンター
名 郡石井町高原字中須１６－３ ジョイスポーツバッティングセンター
徳島市 新浜町２丁目６２－２ ホームランドーム徳島店
吉野川市 島町 麻 麻 市68 麻 バッティングセンター

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

岡山県

山口県

島根県

広島県
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福岡市東区原田4丁目2-18 浜田バッティングセンター
古賀市花 東７丁目10-7 古賀バッティングセンター  
久烼米市合川町２１２５ スポーツガーデン久烼米／バッティング
筑後市野町438 筑後スタジアム
福岡市城南区七隈8丁目4-8 七隈ファミリープラザバッティングセンター
福岡市早 区 新２丁目2-1 新パレスドーム
福岡市東区二又瀬新町6-6 バッティングセンター遊Ｂｉｇ

九州市小倉 区三萩野２丁目４－３４ ＭＢＣ三萩野バッティングセンター  
大川市大字 ３０２ 大川バッティングセンター  
久烼米市国分町１４０８ 国分バッティングセンター
糟屋郡新宮町美咲３丁目１－４０ 新宮バッティングドーム  

九州市小倉 区中島１丁目１９－１３ 十條バッティングセンター
福岡市 区内浜１丁目７－２－１Ｆ 部スポーツガーデン
宗像市王丸７７２－１ 宗像バッティングセンター
飯塚市秋松９４７ ジャンボパンチ
飯塚市柏の森11-4 麻生塾スポーツガーデン
筑紫野市筑紫９７３ ５３ 筑紫野パルク
八 市大字岩崎65-1 Ｋ Ｓ野球 バッティング
糟屋郡糟屋町大字仲原２７０６ 仲原バッティングセンター

九州市小倉 区 港町15-24 ウエスポバッティングセンター
福岡県大牟田市藤田町266-7 トリムスポーツドームバッティングセンター
福岡県遠賀郡水巻町牟田1 水巻バッティングセンター
福岡県福岡市早 区小 木75-8 ボールハウス
武雄市朝日町大字甘久１３３１ スーパードーム
唐津市神田１９８０ 唐津プレイボールスタジアム 
神埼市神埼町本告牟田７３７－１ 神埼バッティングセンター  
佐賀市水ヶ江2-1-12 スポーツスタジアムトウヤ/佐賀店
佐賀県鳥栖市藤木町7-3 BASICﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
諫早市鷲崎町２１０－１ 諫早バッティングスタジアム
大村市協和町８４３ 大村ドームバッティングセンター
佐世保市日宇町２８３５ 佐世保プラザスポーツセンター
東热 郡波佐 町宿郷４４１ 波佐 ドーム・バッティングスタジアム
熊本市飛田４丁目２－４０ スポーツスタジアムトウヤ／ 熊本店
熊本市新外１丁目１－１ スポーツスタジアムトウヤ／新外店
熊本市 烔８丁目２２－３３ スポーツスタジアムトウヤ／東海学園前店
熊本市世安町１２７－１ スポーツスタジアムトウヤ／世安店
八代市 田町石原3241-1 スポーツスタジアムトウヤ/八代店
合志市豊岡2364-38 ベースボールキング
熊本県玉名市大浜3146Aマートカラオケ大浜店内 Aマートバッティングセンター
日田市大字上野 鏡坂バッティングセンター
佐伯市大字鶴望116 佐伯バッティングスタジアム
大分市大字津烼 滝尾橋バッティングセンター
小 市大字堤1718-3 後楽園バッティングセンター
延岡市浜砂２丁目２１－５ アローズバッティングセンター
都城市平江町８－１２ 霧島バッティングセンター
日向市大字財光寺５０８－１ ビーグル日向バッティングセンター
宮崎市大字小松６６８－１ ＦｕｌｌＳｗｉｎｇ
都城市蓑原町8175-5 都城バッティングセンター

いちき 木野市 町１１６ 木野バッティングセンター
阿久根市多田４５４－２ グリーンスポーツガーデン
烔灮島市 次 １丁目１０－２８ サングリーンドーム
烔灮島市南栄１丁目６ メテオスポーツプラザ・スーパードーム
那覇市小禄１丁目２６－２０－２Ｆ 小禄スポーツランド
宜野湾市赤道２丁目５－１ 宜野湾バッティングセンター
島尻郡南風原町字宮平４６０－１ サザンバッティングセンター
豊 城市字瀬 １５５ 瀬 島スポーツパーク
名護市大 ５丁目２２－５ 名護ボールパーク
那覇市字具志９５６－１ ベースボールスタジアムカキーン
石垣市字真栄炁123 スポレクランドバッティングセンター
沖縄県 谷町桑江４３２ 谷スポーツセンター
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