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3月26日 DeNA ○ ヤクルト ○ 広島 ○ 巨人 ● 中日 ● 阪神 ● 3月26日 ロッテ ○ ソフトバンク ● オリックス ○ 日本ハム ○ 楽天 ● 西武 ●

3月27日 DeNA ○ ヤクルト ○ 広島 ● 巨人 ● 中日 ○ 阪神 ● 3月27日 ロッテ ○ ソフトバンク ● オリックス ● 日本ハム ● 楽天 ○ 西武 ○

3月28日 DeNA △ ヤクルト ○ 広島 △ 巨人 △ 中日 △ 阪神 ● 3月28日 ロッテ ○ ソフトバンク ● オリックス ○ 日本ハム ○ 楽天 ● 西武 ●

3月29日 3月29日

3月30日 中日 △ 広島 ● 巨人 △ ヤクルト ● 阪神 ○ DeNA ○ 3月30日 オリックス ○ 楽天 ● 日本ハム ○ ロッテ ○ 西武 ● ソフトバンク ●

3月31日 中日 ● 広島 ● 巨人 ○ ヤクルト ● 阪神 ○ DeNA ○ 3月31日 オリックス ● 楽天 ● 日本ハム △ ロッテ ○ 西武 △ ソフトバンク ○

4月1日 中日 ○ 広島 ○ 巨人 ● ヤクルト △ 阪神 ● DeNA △ 4月1日 オリックス ● 楽天 ○ ロッテ ● ソフトバンク ○

4月2日 ヤクルト ● 中日 ● 阪神 ○ 広島 ● DeNA ○ 巨人 ○ 4月2日 西武 ● 日本ハム ○ ソフトバンク ○ オリックス ○ ロッテ ● 楽天 ●

4月3日 ヤクルト △ 中日 ○ 阪神 ● 広島 ● DeNA ○ 巨人 △ 4月3日 西武 ● 日本ハム ○ ソフトバンク ○ オリックス ○ ロッテ ● 楽天 ●

4月4日 ヤクルト ○ 中日 ○ 阪神 ● 広島 ○ DeNA ● 巨人 ● 4月4日 西武 ● 日本ハム △ ソフトバンク ○ オリックス ● ロッテ △ 楽天 ○

4月5日 4月5日

4月6日 阪神 ● 巨人 ○ DeNA ● 中日 ○ ヤクルト ○ 広島 ● 4月6日 日本ハム ○ オリックス △ 楽天 ● 西武 ○ ソフトバンク ● ロッテ △

4月7日 阪神 ● 巨人 ○ DeNA ○ 中日 ● ヤクルト ● 広島 ○ 4月7日 日本ハム ○ オリックス ○ 楽天 ● 西武 ○ ソフトバンク ● ロッテ ●

4月8日 阪神 ○ 巨人 ● DeNA ● 中日 ○ ヤクルト ● 広島 ○ 4月8日 日本ハム ○ オリックス ● 楽天 ● 西武 ○ ソフトバンク ● ロッテ ○

4月9日 広島 ● DeNA ○ 阪神 ● 巨人 ○ 4月9日 楽天 △ 西武 ● ロッテ ○ ソフトバンク △ オリックス ○ 日本ハム ●

4月10日 広島 ● DeNA ○ ヤクルト △ 阪神 ● 巨人 ○ 中日 △ 4月10日 楽天 △ 西武 ○ ロッテ ● ソフトバンク △ オリックス ○ 日本ハム ●

4月11日 広島 ○ DeNA ○ ヤクルト ○ 阪神 ● 巨人 ● 中日 ● 4月11日 楽天 ○ 西武 ● ロッテ ○ ソフトバンク ● オリックス △ 日本ハム △

4月12日 4月12日

4月13日 中日 ○ 広島 雨天中止 巨人 ● ヤクルト ● 阪神 雨天中止 DeNA ○ 4月13日 オリックス ● 楽天 ○ 日本ハム ● ロッテ ● 西武 ○ ソフトバンク ○

4月14日 中日 ○ 広島 ○ 巨人 ● ヤクルト ● 阪神 ● DeNA ○ 4月14日 オリックス ○ 楽天 △ 日本ハム ○ ロッテ △ 西武 ● ソフトバンク ●

4月15日 中日 ○ 広島 ○ 巨人 ● ヤクルト ● 阪神 ● DeNA ○ 4月15日 オリックス ○ 楽天 ○ ロッテ ● ソフトバンク ●

4月16日 DeNA ○ ヤクルト ○ 広島 ● 巨人 ● 中日 ○ 阪神 ● 4月16日 西武 ● オリックス △ ソフトバンク ○ 日本ハム(東京) ○ 楽天(東京) ● ロッテ △

4月17日 DeNA ○ ヤクルト 雨天中止 広島 ○ 巨人 ● 中日 ● 阪神 雨天中止 4月17日 西武 ○ オリックス ○ ソフトバンク ● 日本ハム(東京) ● 楽天(東京) ○ ロッテ ●

4月18日 DeNA △ ヤクルト ○ 広島 ● 巨人 △ 中日 ○ 阪神 ● 4月18日 西武 △ オリックス ○ ソフトバンク △ 日本ハム(東京) ○ 楽天(東京) ● ロッテ ●

4月19日 4月19日

4月20日 阪神 ● 巨人 ○ DeNA △ 中日 △ ヤクルト ● 広島 ○ 4月20日 楽天(北九州) ○ 日本ハム ○ オリックス ● ソフトB(北九州) ● ロッテ ● 西武 ○

4月21日 阪神 ○ 巨人 ● DeNA ○ 中日 ● ヤクルト △ 広島 △ 4月21日 楽天 ○ 日本ハム ○ オリックス ● ソフトバンク ● ロッテ ● 西武 ○

4月22日 阪神 ○ 巨人 ● DeNA ○ 中日 ● ヤクルト ● 広島 ○ 4月22日 日本ハム ● オリックス ● ロッテ ○ 西武 ○

4月23日 広島 ○ DeNA ● ヤクルト ● 阪神 ○ 巨人 ● 中日 ○ 4月23日 ロッテ ○ ソフトバンク ● 楽天 △ 西武 △ オリックス ● 日本ハム ○

4月24日 広島 ● DeNA ○ ヤクルト ● 阪神 ● 巨人 ○ 中日 ○ 4月24日 ロッテ ● ソフトバンク ○ 楽天 ● 西武 ○ オリックス ○ 日本ハム ●

4月25日 広島 ● DeNA ○ ヤクルト ● 阪神 ● 巨人 ○ 中日 ○ 4月25日 ロッテ ● ソフトバンク ○ 楽天 ● 西武 ○ オリックス △ 日本ハム △

4月26日 4月26日

4月27日 ヤクルト ○ 中日 ● 阪神 ○ 広島 ● DeNA ○ 巨人 ● 4月27日 日本ハム ● 西武 ● ロッテ ○ オリックス △ ソフトバンク ○ 楽天 △

4月28日 ヤクルト ○ 中日 ● 阪神 ○ 広島 ○ DeNA ● 巨人 ● 4月28日 日本ハム ● 西武 ● ロッテ ○ オリックス △ ソフトバンク ○ 楽天 △

4月29日 ヤクルト 延期 中日 ○ 阪神 ● 広島 ○ DeNA ● 巨人 延期 4月29日 日本ハム ○ 西武 ○ ロッテ ● オリックス 延期 ソフトバンク ● 楽天 延期

4月30日 中日 ● 広島 ○ 巨人 ○ ヤクルト ● 阪神 ● DeNA ○ 4月30日 オリックス ● 楽天 ● 日本ハム ○ ロッテ ○ 西武 ● ソフトバンク ○

5月1日 中日 ● 広島 降雨 巨人 ○ ヤクルト ○ 阪神 降雨 DeNA ● 5月1日 オリックス ○ 楽天 ● 日本ハム ● ロッテ ○ 西武 ○ ソフトバンク ●

5月2日 中日 延期 広島 ○ 巨人 延期 ヤクルト ○ 阪神 ● DeNA ● 5月2日 オリックス ● 楽天 ○ 日本ハム 中止 ロッテ ● 西武 中止 ソフトバンク ○

5月3日 広島 ヤクルト 延期 DeNA 中日 巨人 阪神 延期 5月3日 楽天 日本ハム 延期 オリックス ソフトバンク ロッテ 延期 西武

5月4日 広島 ヤクルト DeNA 中日 巨人 阪神 5月4日 楽天 日本ハム 延期 オリックス ソフトバンク ロッテ 延期 西武

5月5日 広島 ヤクルト DeNA 中日 巨人 阪神 5月5日 楽天 日本ハム 延期 オリックス ソフトバンク ロッテ 延期 西武

5月6日 5月6日

5月7日 ヤクルト DeNA 阪神 巨人 5月7日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

5月8日 ヤクルト 延期 DeNA 広島 阪神 中日 巨人 延期 5月8日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

5月9日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 5月9日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

5月10日 5月10日

5月11日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 5月11日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス(東京) 日本ハム(東京)

5月12日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 5月12日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス(東京) 日本ハム(東京)

5月13日 DeNA 中日 阪神 巨人 5月13日

5月14日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 5月14日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス(神戸) ソフトバンク 楽天(神戸)

5月15日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 5月15日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス(神戸) ソフトバンク 楽天(神戸)

5月16日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 5月16日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

5月17日 5月17日

5月18日 広島(⾧崎) ヤクルト DeNA 中日 巨人(⾧崎) 阪神 5月18日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

5月19日 広島(佐賀) ヤクルト DeNA 中日 巨人(佐賀) 阪神 5月19日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

5月20日 ヤクルト DeNA 中日 阪神 5月20日 西武 ソフトバンク 日本ハム 楽天

5月21日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 5月21日 楽天 日本ハム ロッテ 西武

5月22日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 5月22日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

5月23日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 5月23日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

5月24日 5月24日

5月25日 楽天 ロッテ ソフトバンク オリックス 西武 日本ハム 5月25日 中日 阪神 広島 巨人 ヤクルト DeNA

5月26日 楽天 ロッテ ソフトバンク オリックス 西武 日本ハム 5月26日 中日 阪神 広島 巨人 ヤクルト DeNA

5月27日 楽天 ロッテ ソフトバンク オリックス 西武 日本ハム 5月27日 中日 阪神 広島 巨人 ヤクルト DeNA

5月28日 ソフトバンク 西武 日本ハム 楽天 ロッテ オリックス 5月28日 巨人 広島 阪神 DeNA 中日 ヤクルト

5月29日 ソフトバンク 西武 日本ハム 楽天 ロッテ オリックス 5月29日 巨人 広島 阪神 DeNA 中日 ヤクルト

5月30日 ソフトバンク 西武 日本ハム 楽天 ロッテ オリックス 5月30日 巨人 広島 阪神 DeNA 中日 ヤクルト

5月31日 5月31日

6月1日 西武 オリックス ロッテ ソフトバンク 日本ハム 楽天 6月1日 DeNA 中日 巨人 ヤクルト 広島 阪神

6月2日 西武 オリックス ロッテ ソフトバンク 日本ハム 楽天 6月2日 DeNA 中日 巨人 ヤクルト 広島 阪神

6月3日 西武 オリックス ロッテ ソフトバンク 日本ハム 楽天 6月3日 DeNA 中日 巨人 ヤクルト 広島 阪神

6月4日 日本ハム ソフトバンク オリックス ロッテ 楽天 西武 6月4日 阪神 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日

6月5日 日本ハム ソフトバンク オリックス ロッテ 楽天 西武 6月5日 阪神 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日

6月6日 日本ハム ソフトバンク オリックス ロッテ 楽天 西武 6月6日 阪神 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日

6月7日 6月7日

6月8日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ 6月8日 広島 ヤクルト DeNA 中日 阪神 巨人

6月9日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ 6月9日 広島 ヤクルト DeNA 中日 阪神 巨人

6月10日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ 6月10日 広島 ヤクルト DeNA 中日 阪神 巨人

6月11日 ロッテ 楽天 西武 日本ハム オリックス ソフトバンク 6月11日 ヤクルト 巨人 中日 阪神 DeNA 広島

6月12日 ロッテ 楽天 西武 日本ハム オリックス ソフトバンク 6月12日 ヤクルト 巨人 中日 阪神 DeNA 広島

6月13日 ロッテ 楽天 西武 日本ハム オリックス ソフトバンク 6月13日 ヤクルト 巨人 中日 阪神 DeNA 広島

6月14日 6月14日

6月15日 6月15日

6月16日 6月16日

6月17日 6月17日

6月18日 阪神 巨人 ヤクルト 広島(東京) DeNA(東京) 中日 6月18日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

6月19日 阪神 巨人 ヤクルト 広島(東京) DeNA(東京) 中日 6月19日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

6月20日 阪神 巨人 ヤクルト 広島(東京) DeNA(東京) 中日 6月20日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

6月21日 6月21日

6月22日 DeNA(金沢) 中日 阪神 巨人(金沢) ヤクルト 広島 6月22日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

6月23日 DeNA(富山) 中日 阪神 巨人(富山) ヤクルト 広島 6月23日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

6月24日 中日 阪神 ヤクルト 広島 6月24日 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム

6月25日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 6月25日 楽天 オリックス ソフトバンク 西武

6月26日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 6月26日 楽天 日本ハム(静岡) オリックス ソフトバンク ロッテ(静岡) 西武

6月27日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 6月27日 楽天 日本ハム(静岡) オリックス ソフトバンク ロッテ(静岡) 西武

6月28日 6月28日 西武(大阪) ソフトB(大阪)

6月29日 広島 ヤクルト DeNA(神宮) 中日(神宮) 巨人 阪神 6月29日 オリックス 日本ハム 楽天 ロッテ

6月30日 広島 ヤクルト DeNA(神宮) 中日(神宮) 巨人 阪神 6月30日 西武(北九州) オリックス ソフトB(北九州) 日本ハム 楽天 ロッテ

7月1日 広島 ヤクルト 巨人 阪神 7月1日 西武 ソフトバンク 日本ハム 楽天

7月2日 DeNA(神宮) 広島 ヤクルト 巨人(神宮) 阪神 中日 7月2日 楽天 オリックス ロッテ 西武

7月3日 DeNA(神宮) 広島 ヤクルト 巨人(神宮) 阪神 中日 7月3日 日本ハム(那覇) 楽天 オリックス ロッテ ソフトB(那覇) 西武

7月4日 DeNA(神宮) 広島 ヤクルト 巨人(神宮) 阪神 中日 7月4日 日本ハム(那覇) 楽天 オリックス ロッテ ソフトB(那覇) 西武

7月5日 7月5日

7月6日 中日(前橋) ヤクルト 巨人(前橋) 広島 DeNA 阪神 7月6日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム(旭川) オリックス 西武(旭川) 楽天

7月7日 中日 ヤクルト 巨人 広島 DeNA 阪神 7月7日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム(旭川) オリックス 西武(旭川) 楽天

7月8日 ヤクルト 広島 DeNA 阪神 7月8日 オリックス 楽天

7月9日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト 広島 7月9日 オリックス 日本ハム ロッテ ソフトバンク

7月10日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト 広島 7月10日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

7月11日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト 広島 7月11日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

7月12日 DeNA 広島 阪神 中日 7月12日 楽天 ソフトバンク

7月13日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 7月13日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス(釧路) 日本ハム(釧路)

7月14日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 7月14日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス(帯広) 日本ハム(帯広)

7月15日 7月15日

7月16日 7月16日

7月17日 7月17日

7月18日 7月18日

7月19日 7月19日

7月20日 7月20日

7月21日 7月21日

7月22日 7月22日

7月23日 7月23日

7月24日 7月24日

7月25日 7月25日

7月26日 7月26日

7月27日 7月27日

7月28日 7月28日

7月29日 7月29日

7月30日 7月30日

7月31日 7月31日

8月1日 8月1日

8月2日 8月2日

8月3日 8月3日

8月4日 8月4日

8月5日 8月5日

8月6日 8月6日

8月7日 8月7日

8月8日 8月8日

8月9日 8月9日

8月10日 8月10日

8月11日 8月11日

8月12日 8月12日

8月13日 中日 広島 巨人 阪神(大阪) 8月13日 日本ハム オリックス 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ

8月14日 中日 広島 巨人 ヤクルト(新潟) 阪神(大阪) DeNA(新潟) 8月14日 日本ハム オリックス 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ

8月15日 中日 広島 巨人 ヤクルト(新潟) 阪神(大阪) DeNA(新潟) 8月15日 日本ハム オリックス 楽天 西武 ソフトバンク ロッテ

8月16日 8月16日



8月17日 ヤクルト(松山) DeNA(東京) 広島 阪神(東京) 中日 巨人(松山) 8月17日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス(神戸) 日本ハム(神戸)

8月18日 ヤクルト(松山) DeNA(東京) 広島 阪神(東京) 中日 巨人(松山) 8月18日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス(神戸) 日本ハム(神戸)

8月19日 DeNA(東京) 広島 阪神(東京) 中日 8月19日 西武 ロッテ

8月20日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 8月20日 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム 楽天 西武

8月21日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 8月21日 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム 楽天 西武

8月22日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 8月22日 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム 楽天 西武

8月23日 8月23日

8月24日 広島 DeNA ヤクルト(静岡) 阪神(大阪) 巨人 中日(静岡) 8月24日 西武 日本ハム ソフトバンク オリックス ロッテ 楽天

8月25日 広島 DeNA ヤクルト(静岡) 阪神(大阪) 巨人 中日(静岡) 8月25日 西武 日本ハム ソフトバンク オリックス ロッテ 楽天

8月26日 広島 DeNA 阪神(大阪) 巨人 8月26日 西武 ソフトバンク オリックス 楽天

8月27日 中日 広島 巨人 ヤクルト(東京) 阪神 DeNA(東京) 8月27日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

8月28日 中日 広島 巨人 ヤクルト(東京) 阪神 DeNA(東京) 8月28日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

8月29日 中日 広島 巨人 ヤクルト(東京) 阪神 DeNA(東京) 8月29日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

8月30日 8月30日

8月31日 ヤクルト(岐阜) 中日 阪神 広島 DeNA 巨人(岐阜) 8月31日 楽天(宮崎) 西武 ロッテ ソフトB(宮崎) オリックス 日本ハム

9月1日 ヤクルト(大阪) 中日 阪神 広島 DeNA 巨人(大阪) 9月1日 西武 ロッテ オリックス 日本ハム

9月2日 ヤクルト(大阪) 中日 阪神 広島 DeNA 巨人(大阪) 9月2日 楽天 ソフトバンク オリックス 日本ハム

9月3日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト(東京) 広島(東京) 9月3日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

9月4日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト(東京) 広島(東京) 9月4日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

9月5日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト(東京) 広島(東京) 9月5日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

9月6日 9月6日

9月7日 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日 阪神 9月7日 西武 オリックス(神戸) ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ(神戸)

9月8日 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日 阪神 9月8日 西武 オリックス(神戸) ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ(神戸)

9月9日 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日 阪神 9月9日 オリックス(神戸) 日本ハム 楽天 ロッテ(神戸)

9月10日 中日 巨人 9月10日 日本ハム 楽天 オリックス ロッテ ソフトバンク 西武

9月11日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 9月11日 日本ハム 楽天 オリックス ロッテ ソフトバンク 西武

9月12日 広島 DeNA ヤクルト 阪神 巨人 中日 9月12日 日本ハム 楽天 オリックス ロッテ ソフトバンク 西武

9月13日 ヤクルト 中日 9月13日

9月14日 DeNA ヤクルト 広島 巨人 中日 阪神 9月14日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム オリックス 西武 楽天

9月15日 DeNA 広島 巨人 中日 9月15日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム オリックス 西武 楽天

9月16日 9月16日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム オリックス 西武 楽天

9月17日 ヤクルト 巨人 9月17日

9月18日 ヤクルト 中日 阪神 広島 DeNA 巨人 9月18日 楽天 日本ハム オリックス ソフトバンク ロッテ 西武

9月19日 阪神 巨人 DeNA 中日 ヤクルト 広島 9月19日 楽天 日本ハム オリックス ソフトバンク ロッテ 西武

9月20日 DeNA 中日 ヤクルト 広島 9月20日 楽天 日本ハム オリックス ソフトバンク ロッテ 西武

9月21日 広島 中日 阪神 ヤクルト 巨人 DeNA 9月21日

9月22日 広島 中日 阪神 ヤクルト 巨人 DeNA 9月22日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

9月23日 広島 中日 阪神 ヤクルト 巨人 DeNA 9月23日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

9月24日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 9月24日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

9月25日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 9月25日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

9月26日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 9月26日 日本ハム 西武 ロッテ オリックス ソフトバンク 楽天

9月27日 9月27日

9月28日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 9月28日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

9月29日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 9月29日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

9月30日 中日 広島 巨人 ヤクルト 阪神 DeNA 9月30日 西武 オリックス ソフトバンク 日本ハム 楽天 ロッテ

10月1日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 10月1日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

10月2日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 10月2日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

10月3日 DeNA 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 10月3日 オリックス 楽天 日本ハム ロッテ 西武 ソフトバンク

10月4日 10月4日

10月5日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 10月5日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム

10月6日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 10月6日 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク オリックス 日本ハム

10月7日 ヤクルト DeNA 広島 阪神 中日 巨人 10月7日 西武 楽天 ソフトバンク ロッテ

10月8日 広島 ヤクルト DeNA 中日 巨人 阪神 10月8日 西武 日本ハム ソフトバンク ロッテ

10月9日 広島 ヤクルト DeNA 中日 巨人 阪神 10月9日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

10月10日 広島 ヤクルト DeNA 中日 巨人 阪神 10月10日 オリックス 日本ハム 楽天 西武 ロッテ ソフトバンク

10月11日 10月11日

10月12日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 10月12日 日本ハム オリックス ソフトバンク ロッテ

10月13日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 10月13日 楽天 オリックス 日本ハム ソフトバンク 西武 ロッテ

10月14日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 DeNA 中日 10月14日 楽天 オリックス 日本ハム ソフトバンク 西武 ロッテ

10月15日 ヤクルト 巨人 10月15日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

10月16日 広島 ヤクルト 巨人 中日 10月16日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

10月17日 ヤクルト DeNA 10月17日 ロッテ ソフトバンク 楽天 西武 オリックス 日本ハム

10月18日 10月18日 西武 ロッテ 日本ハム 楽天

10月19日 10月19日 ロッテ ソフトバンク 日本ハム オリックス 西武 楽天

10月20日 10月20日 日本ハム 西武

10月21日 10月21日 日本ハム オリックス ソフトバンク 西武

10月22日 10月22日

10月23日 10月23日

10月24日 10月24日

10月25日 10月25日

10月26日 10月26日

10月27日 10月27日

10月28日 10月28日

10月29日 10月29日

10月30日 10月30日

10月31日 10月31日

勝利 16 勝利 21 勝利 12 勝利 8 勝利 13 勝利 14 勝利 16 勝利 15 勝利 13 勝利 15 勝利 10 勝利 12

引き分け 4 引き分け 0 引き分け 4 引き分け 4 引き分け 2 引き分け 4 引き分け 3 引き分け 4 引き分け 3 引き分け 6 引き分け 4 引き分け 6

敗戦 11 敗戦 9 敗戦 15 敗戦 21 敗戦 16 敗戦 12 敗戦 13 敗戦 14 敗戦 14 敗戦 10 敗戦 16 敗戦 14

勝率 0.593 勝率 0.700 勝率 0.444 勝率 0.276 勝率 0.448 勝率 0.538 勝率 0.552 勝率 0.517 勝率 0.481 勝率 0.600 勝率 0.385 勝率 0.462

残り 112 残り 113 残り 112 残り 110 残り 112 残り 113 残り 111 残り 110 残り 113 残り 112 残り 113 残り 111


