
球場名 ネーミングライツ 本拠地球団
東京ドーム - 読売ジャイアンツ
明治神宮野球場 - 東京ヤクルトスワローズ
横浜スタジアム - 横浜DeNAベイスターズ
ナゴヤドーム - 中⽇ドラゴンズ
阪神甲⼦園球場 - 阪神タイガース
広島市⺠球場 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 広島東洋カープ
札幌ドーム - 北海道⽇本ハムファイターズ
宮城球場 楽天⽣命パーク宮城 東北楽天ゴールデンイーグルス
⻄武ドーム メットライフドーム 埼⽟⻄武ライオンズ
千葉マリンスタジアム ZOZOマリンスタジアム 千葉ロッテマリーンズ
⼤阪ドーム 京セラドーム⼤阪 オリックス・バファローズ
福岡ドーム 福岡 ヤフオク!ドーム 福岡ソフトバンクホークス
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球場名 東京ドーム 球場名 明治神宮野球場
ネーミングライツ - ネーミングライツ -
本拠地球団 読売ジャイアンツ 本拠地球団 東京ヤクルトスワローズ
住所 東京都⽂京区後楽⼀丁⽬3番61号 住所 東京都新宿区霞ヶ丘町3番1号
最寄り駅 後楽園前駅 最寄り駅 外苑前駅
緯度（⼗進法） 35.70564 緯度（⼗進法） 35.673736
経度（⼗進法） 139.751891 経度（⼗進法） 139.716545
グランド⾯積 13,000㎡ グランド⾯積 12,659㎡
芝 ⼈⼯芝 芝 ⼈⼯芝
左翼 100m 左翼 97.5m
左中間翼 110m 左中間翼 112.3m
中堅 122m 中堅 120m
右中間翼 110m 右中間翼 112.3m
右翼 100m 右翼 97.5m
フェンス⾼ 4.24m フェンス⾼ 3.3m
観客収容能⼒ 約46,000⼈ 観客収容能⼒ 31,828⼈

球場名 横浜スタジアム 球場名 ナゴヤドーム
ネーミングライツ - ネーミングライツ -
本拠地球団 横浜DeNAベイスターズ 本拠地球団 中⽇ドラゴンズ

住所 神奈川県横浜市中区横浜公園 住所
愛知県名古屋市東区⼤幸南
⼀丁⽬1番1号

最寄り駅 関内駅 最寄り駅 ナゴヤドーム前⽮⽥駅
緯度（⼗進法） 35.443311 緯度（⼗進法） 35.18653
経度（⼗進法） 139.640072 経度（⼗進法） 136.946735
グランド⾯積 12,284㎡ グランド⾯積 13,400㎡
芝 ⼈⼯芝 芝 ⼈⼯芝
左翼 94.2m 左翼 100m
左中間翼 111.4m 左中間翼 116m
中堅 117.7m 中堅 122m
右中間翼 111.4m 右中間翼 116m
右翼 94.2m 右翼 100m
フェンス⾼ 5〜5.3m フェンス⾼ 4.8m
観客収容能⼒ 30,039⼈ 観客収容能⼒ 37,214⼈

球場名 阪神甲⼦園球場 球場名 広島市⺠球場
ネーミングライツ - ネーミングライツ MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
本拠地球団 阪神タイガース 本拠地球団 広島東洋カープ
住所 兵庫県⻄宮市甲⼦園町1番82号 住所 広島県広島市南区南蟹屋2-3-1
最寄り駅 甲⼦園駅 最寄り駅 広島駅
緯度（⼗進法） 34.721286 緯度（⼗進法） 34.391887
経度（⼗進法） 135.361603 経度（⼗進法） 132.484576
グランド⾯積 約13,000㎡ グランド⾯積 12,710㎡
芝 天然芝 芝 天然芝
左翼 95m 左翼 101m
左中間翼 118m 左中間翼 116m
中堅 118m 中堅 122m
右中間翼 118m 右中間翼 116m
右翼 95m 右翼 100m
フェンス⾼ 2.6m フェンス⾼ 3.4〜3.6m
観客収容能⼒ 47,508⼈ 観客収容能⼒ 約33,000⼈

セントラル・リーグ（セ・リーグ）



球場名 札幌ドーム 球場名 宮城球場
ネーミングライツ - ネーミングライツ 楽天⽣命パーク宮城
本拠地球団 北海道⽇本ハムファイターズ 本拠地球団 東北楽天ゴールデンイーグルス

住所 北海道札幌市豊平区⽺ケ丘1 住所
宮城県仙台市宮城野区宮城野
⼆丁⽬11番6号

最寄り駅 福住駅 最寄り駅 宮城野原駅駅
緯度（⼗進法） 43.015775 緯度（⼗進法） 38.256299
経度（⼗進法） 141.409529 経度（⼗進法） 140.902612
グランド⾯積 14,460㎡ グランド⾯積 12,800㎡
芝 ⼈⼯芝 芝 天然芝
左翼 100m 左翼 100.1m
左中間翼 116m 左中間翼 116m
中堅 122m 中堅 122m
右中間翼 116m 右中間翼 116m
右翼 100m 右翼 100.1m
フェンス⾼ 5.75m フェンス⾼ 1.65〜2.5m
観客収容能⼒ 40,476⼈ 観客収容能⼒ 30,508⼈

球場名 ⻄武ドーム 球場名 千葉マリンスタジアム
ネーミングライツ メットライフドーム ネーミングライツ ZOZOマリンスタジアム
本拠地球団 埼⽟⻄武ライオンズ 本拠地球団 千葉ロッテマリーンズ
住所 埼⽟県所沢市⼤字上⼭⼝2135番地 住所 千葉県千葉市美浜区美浜1番地
最寄り駅 ⻄武球場前駅 最寄り駅 海浜幕張駅
緯度（⼗進法） 35.768472 緯度（⼗進法） 35.64524
経度（⼗進法） 139.420524 経度（⼗進法） 140.030909
グランド⾯積 12631㎡ グランド⾯積 約14,000㎡
芝 ⼈⼯芝 芝 ⼈⼯芝
左翼 100m 左翼 99.5m
左中間翼 116m 左中間翼 116.3m
中堅 122m 中堅 122m
右中間翼 116m 右中間翼 116.3m
右翼 100m 右翼 99.5m
フェンス⾼ 3.2m〜4.37m フェンス⾼ 4.4m
観客収容能⼒ 33,556⼈ 観客収容能⼒ 30,119⼈

球場名 ⼤阪ドーム 球場名 福岡ドーム
ネーミングライツ 京セラドーム⼤阪 ネーミングライツ 福岡 ヤフオク!ドーム
本拠地球団 オリックス・バファローズ 本拠地球団 福岡ソフトバンクホークス

住所
⼤阪府⼤阪市⻄区千代崎
三丁⽬中2番1号

住所
福岡県福岡市中央区地⾏浜
2丁⽬2番2号

最寄り駅 ドーム前駅 最寄り駅 唐⼈町駅
緯度（⼗進法） 34.669528 緯度（⼗進法） 33.595361
経度（⼗進法） 135.476003 経度（⼗進法） 130.362195
グランド⾯積 13,200㎡ グランド⾯積 約13,500㎡
芝 ⼈⼯芝 芝 ⼈⼯芝
左翼 100m 左翼 100m
左中間翼 116m 左中間翼 約110m
中堅 122m 中堅 122m
右中間翼 116m 右中間翼 約110m
右翼 100m 右翼 100m
フェンス⾼ 4.2m フェンス⾼ 4.2m
観客収容能⼒ 36,146⼈ 観客収容能⼒ 38,585⼈

パシフィック・リーグ（パ・リーグ）


