
リーグ名
運営会社 2021日程計画 開始 終了 試合数 備考

運営会社代表者 前期公式戦 3月27日 6月20日 34試合/球団 ソフトバンク交流戦含む

社員数常勤（非常勤） 後期公式戦 7月3日 9月23日 34試合/球団 ソフトバンク交流戦含む

チャンピョンシップ 9月24日 9月29日 最大全3試合 前期・後期優勝チーム対決、２先勝

グランドCS 10月8日 10月10日 開催地未定

※ 宮崎フェニックスリーグ参加予定

2020年トピックス（ビジネス関連及び野球関連）

・シーズン中、香川OG歳内投手（阪神→香川）がヤクルトに移籍

NPB2020ドラフト指名(累積)

NPB2020移籍数(累積) 2021年展望（ビジネス関連及び野球関連）

2020年シーズン成績

2018 2019 2020

収入（千円） ¥26,153 ¥90,872 ¥68,801

経常利益（千円） ¥-16,751 ¥26,280 ¥32,304

動員総数 74,537 75,530 24,186

1試合平均 521 504 186

2020年ホーム最多動員

・コンプライアンス、ガバナンス、アカウンタビリティへの対応強化（KPMGあずさ監査法人）

・オンラインおよびデジタル化をさらにBCリーグと協同し推進していく

株式会社トリドールホールディングス

株式会社セイア ・NPBドラフト会議にて徳島行木（広島）戸田（巨人）、高知石井（阪神）が指名される

・共同通信様を含め試合後の報道各社様への配信の迅速化

・高校球児支援のための高校生トライアウトを実施、四国出身7名が2021シーズン所属予定

・売上6880万円で前年比減少も、経営コスト合理化にて経常利益3230万円の減収増益

・オンラインおよびデジタル化を推進（事務所の移動、倉庫などの廃止）し、効率化を進める

・例年通り前後期制に。2020の過密日程への反省から金土日祝中心の試合日程を目指す

・球団ユニフォームがリニューアル

・宮崎フェニックスリーグへ参加

・九州アジアプロ野球リーグと16試合を予定

・ニュースリリースのメール共有開始、WEBサイトリニューアル予定

3名（61名）

1名（9名）

総合優勝：徳島、準優勝：高知、３位、香川、４位：愛媛

1,488人（2020年8月29日18時 愛媛MP-徳島IS　坊っちゃんスタジアム）

四国アイランドリーグplus
株式会社IBLJ

代表取締役社長　馬郡　健

3名（2名）　審判部

コンカラー株式会社

データスタジアム株式会社

四国旅客鉄道株式会社　ほか

星企画株式会社

四国電力株式会社

・コロナ影響で開幕が3ヶ月遅れ。試合数ほぼ例年通り。影響抑えるため前後期制→通期制へ

主要株主

主要スポンサー 株式会社ダスキン

株式会社伊藤園

セントラル総合開発株式会社　ほか



球団名
運営会社 2021役職 氏名 2021 主な現役球歴 主な指導者球歴

運営会社代表者 監督 吉田篤史 継続 ロッテー阪神 横浜ー信濃ーオリックス

社員数常勤（非常勤） コーチ 橋本球史 継続 徳島 徳島

コーチ 岡本哲司 新入団 横浜ー日ハム 日ハム−横浜ーオリックス

トレーナー 長井優貴 新入団 医療法人いずみ会阪堺病院

2020年トピックス（ビジネス関連及び野球関連）

2021年展望（ビジネス関連及び野球関連）

NPB2020ドラフト指名(累積)

NPB2020移籍数(累積)

2020年シーズンチーム成績

2018 2019 2020

収入（千円） ¥86,837 ¥72,647 ¥94,384

経常利益（千円） ¥-12,325 ¥-10,771 ¥-15,146

動員総数 14,096 19,715 5,161

1試合平均 403 481 166

2020年ホーム最多動員

・9年連続でのNPB輩出を成し遂げる。

・インターネット中継、SNS配信の内容をより充実させる。

・アカデミー事業の発足を目指す。

・昨年はコロナ禍の為、お客様との関連が密に出来なかったが今年は関係を取り戻したい。

・黒字化を球団関係者全員で目指す！

四国アイランドリーグplus総合優勝　３５勝３０敗１１分

847人（2020年9月5日18時　JAバンク徳島スタジアム）

阿波製紙株式会社

株式会社明和クリーン

ボートレース鳴門

ゆめタウン徳島

徳島トヨペット株式会社

２名（１８名）

名（４名）

・コロナ禍の影響で無観客試合などもあり来場者数減、収入減と経営に大きな影響が出た。

・8年連続NPBドラフト会議にて所属選手が指名をいただいた。

・徳島ホームゲーム全試合でインターネット中継を実施。

・コロナ禍ではあったが感染ガイドラインに基づき、高橋由伸氏をお招きし賑わいのある試合を実施。

・毎年県と一緒に取組んで来たインバウンド合宿の中止による収入減のインパクトは大きかった。

主要株主

主要スポンサー

徳島インディゴソックス球団
株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島

代表取締役　南　啓介

３名（名）

株式会社WoodStock

株式会社明和クリーン

ほけんショップミヨシ

有限会社エヌティーコーポレーション

株式会社フィット



球団名
運営会社 2021役職 氏名 2021 主な現役球歴 主な指導者球歴

運営会社代表者 監督 吉田　豊彦 継続 南海ーダイエーー阪神ー近鉄－楽天 楽天

社員数常勤（非常勤） コーチ 定岡　智秋 継続 南海 南海ーダイエー

コーチ 勝呂　壽統 継続 巨人－オリックス－近鉄 近鉄ーソフトバンクー信濃GSー香川OGー巨人ー高知ーオリックス

トレーナー 濱田　澪 継続

2020年トピックス（ビジネス関連及び野球関連）

2021年展望（ビジネス関連及び野球関連）

NPB2020ドラフト指名(累積)

NPB2020移籍数(累積)

2020年シーズンチーム成績

2018 2019 2020

収入（千円） ¥105,904 ¥90,916 ¥66,764

経常利益（千円） ¥702 −19002 ¥-4,167

動員総数 15,198 14,951 6,274

1試合平均 447 415 190

2020年ホーム最多動員

・元広島東洋カープ藤井皓哉投手の地元、岡山県笠岡市にて公式戦開催

・広報、MD事業のブランディング推進　新ロゴの展開

・野球スクールの開校

・ﾌｨｼﾞｶﾙﾃﾞｰﾀ、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの指標管理化、選手育成状況の見える化

・

四国アイランドリーグplus２位　３５勝３４敗７分

355人（2020年10月24日13時30分　東部球場）

明神水産株式会社

タケナカグループ

和光ホームズ株式会社

越知町

学校法人龍馬学園

１名（7名）

0名（２名）

・石井大智選手の阪神タイガース　ドラフト8位指名

・公式戦18試合のYouTubeライブ配信

・

・

・

主要株主

主要スポンサー

高知ファイティングドッグス
株式会社　高知犬

代表取締役　武政　重和

4名（1名）

明神水産株式会社



球団名
運営会社 2021役職 氏名 2021 主な現役球歴 主な指導者球歴

運営会社代表者 監督 近藤　智勝 継続 香川OG 香川OG

社員数常勤（非常勤） コーチ 近藤　一樹 新規 大阪近鉄ーオリックスーヤクルト なし

コーチ 生山　裕人 新規 ロッテ なし

トレーナー 深瀬　風 継続 香川OG

2020年トピックス（ビジネス関連及び野球関連）

2021年展望（ビジネス関連及び野球関連）

NPB2020ドラフト指名(累積)

NPB2020移籍数(累積)

2020年シーズンチーム成績

2018 2019 2020

収入（千円） ¥109,181 ¥84,341 ¥75,892

経常利益（千円） △3083 ¥5,672 ¥862

動員総数 22,601 11,783 5,762

1試合平均 611 494 160

2020年ホーム最多動員

・高校・大学で活躍の場をなくした選手を受け入れる事で活躍の場を提供する。

・チームが遠征に行った際、残った選手は地域のチームとの交流戦をすることで地域交流を図る。

・若手選手を長期でのを育成をすることでチーム力の底上げをする。

・

・

3位

581人（2020年9月21日19時　レクザム球場）

株式会社レクザム

株式会社三祥

丸亀ボート

０名（２６名）

１名（２名）

・元NPB選手の歳内の移籍により、若手選手の目標や育成に貢献頂いた。

・元SBHの松中さんを迎え、選手の育成をして頂いたことによりホームゲームの勝率が上がった。

・中継と解説をすることにより多くの方に試合を観戦頂いた。

・

・

主要株主

主要スポンサー

香川オリーブガイナーズ
香川オリーブガイナーズ球団株式会社

代表取締役社社長　三野　環

０名（１名）

株式会社サクセス

逸見　俊輔

にぎわいネットワーク



球団名
運営会社 2021役職 氏名 2021 主な現役球歴 主な指導者球歴

運営会社代表者 監督 河原　純一 継続 巨人─西武─中日 愛媛

社員数常勤（非常勤） コーチ 武藤　孝司 新入団 近鉄─大阪近鉄 徳島─愛媛─Honda鈴鹿

コーチ 伊藤　隼太 新入団 阪神 愛媛

トレーナー

2020年トピックス（ビジネス関連及び野球関連）

2021年展望（ビジネス関連及び野球関連）

NPB2020ドラフト指名(累積)

NPB2020移籍数(累積)

2020年シーズンチーム成績

2018 2019 2020

収入（千円） ¥163,494 ¥167,807 ¥144,595

経常利益（千円） ¥3,063 ¥3,179 ¥2,557

動員総数 22,642 23,081 6,478

1試合平均 612 624 170

2020年ホーム最多動員

・球団の「経営資源」を再度、強化・深耕する一年にする

・インターネット中継、SNS配信を強化する

・小・中・高校生を全ホーム試合入場無料とする

・ドラフト指名選手（複数名）の輩出を目指す

・総経費削減に取り組み、10期連続黒字を目指す

リーグ４位

1,488人（2020年8月29日18時　坊っちゃんスタジアム）

株式会社愛媛銀行

大王製紙株式会社

星企画株式会社

生活協同組合コープえひめ

株式会社フジ

０名（７名）

０名（１名）

・コロナ禍の影響で無観客試合などもあり来場者数が大きく減少した

・来場者数減に比例して総収入も大きく減少した

・愛媛ホームゲーム全試合でインターネット中継を実施

・コロナ感染防止ガイドラインにより、県内での試合開催球場を限定した

・運営経費を大幅に削減し、9期連続黒字決算の見込み

主要株主

主要スポンサー

愛媛マンダリンパイレーツ
愛媛県民球団株式会社

代表取締役　薬師神　績

７名（１名）

愛媛県

県下20市町

星企画株式会社

株式会社愛媛銀行

大王製紙株式会社


