
【学校・チーム（全事業所）】 計　410　団体

【北海道】2 【群馬県】5 ・私立桜丘中学・高等学校

・二つ喜野球塾 ・上武大学 ・東海大菅生高等学校

・北海道旭川商業高等学校 ・高崎健康福祉大学付属高崎高等学校 ・堀越学園高等学校

【青森県】15 ・群馬県立富岡高等学校 【神奈川県】14

・八戸学院光星高等学校 ・群馬県立桐生南高等学校 ・神奈川県立座間総合高等学校

・八戸工業大学第一高等学校 ・群馬県立太田東高等学校 ・神奈川県立座間高等学校

・青森県立八戸西高等学校 【埼玉県】18 ・神奈川県立大和高等学校

・青森県立田子高等学校 ・私立浦和学院高等学校 ・横浜隼人高等学校

・東奥義塾高等学校 ・埼玉県立上尾高等学校 ・向上高等学校

・国立八戸工業高等専門学校 ・埼玉県立久喜北陽高等学校 ・星槎学園高等部　湘南校

・八戸工業大学第二高等学校 ・埼玉県立富士見高等学校 ・横須賀市立横須賀総合高等学校

・弘前学院聖愛高等学校 ・埼玉県立鷺宮高等学校 ・神奈川県立追浜高等学校

・弘前東高等学校 ・埼玉県立春日部東高等学校 ・湘南学院高等学校

・弘前工業高校 ・埼玉県立熊谷商業高等学校 ・横浜創学館高等学校

・八戸学院大学 ・埼玉県立入間向陽高等学校 ・横須賀学院高等学校

・八戸工業大学 ・埼玉県立ふじみ野高等学校 ・アレセイア湘南高等学校

・青森大学 ・共栄大学 ・座間ボーイズ

・青森中央学院大学 ・城西大学 ・学校法人森村学園高等部

・弘前白神リトルシニアチーム ・平成国際大学 【新潟県】3

【宮城県】4 ・越谷Ｋ・クラブボーイズ ・新潟県高砂ベースボールクラブ

・仙台市立仙台商業高等学校 ・久喜ボーイズ ・新潟西リトルシニア

・私立南光学園東北高等学校 ・埼玉県立羽生実業高等学校 ・新発田リトルシニア

・宮城仙北ボーイズ ・深谷ボーイズ 【富山県】20

・仙台宮城野シニア ・深谷彩北リトルシニア ・富山県立高岡高等学校

【福島県】10 ・埼玉県立越谷西高等学校 ・富山県立高岡工芸高等学校

・福島県立双葉高等学校 【千葉県】3 ・富山私立高岡龍谷高等学校

・福島県立相馬農業高等学校 ・学校法人市川学園市川高等学校 ・富山私立高岡第一高等学校

・福島県立相馬東高等学校 ・船橋中央リトルシニア ・富山県立小杉高等学校

・福島県立小高産業技術高等学校 ・八千代リトルシニア ・富山県立伏木高等学校

・福島県立原町高等学校 【東京都】17 ・富山県立氷見高等学校

・福島県立新地高等学校 ・東京都立鷺宮高等学校 ・富山県私立高明高等学校

・福島県立相馬高等学校 ・亜細亜大学 ・富山県立入善高等学校

・聖光学院高等学校 ・拓殖大学 ・富山県立高岡商業高等学校

・相双プライド ・立正大学 ・富山県立桜井高等学校

・福島県立会津農林高等学校 ・東京経済大学 ・富山県立八尾高等学校

【栃木県】7 ・国士舘大学 ・富山県国際大学

・作新学院高等学校 ・大正大学 ・富山大学体育会

・栃木県立小山高等学校 ・国学院大学 ・富山県立南砺福光高等学校

・白鴎大学 ・上智大学 ・富山県立富山西高等学校

・宇都宮リトルシニア ・大田シニア ・富山県立新湊高等学校

・全足利クラブ ・杉並リトルシニア ・富山国際大学付属高校

・栃木県立石橋高等学校 ・荒川尾久ボーイズ ・富山県立大門高等学校

・栃木ゴールデンブレーブス ・保谷リトルシニア ・富山県立呉羽高等学校

・東京北シニア ・新川高等学校



【石川県】1 【京都府】41 【大阪府】23

・私立星稜高等学校 ・京都府立東宇治高等学校 ・大阪府立北野高等学校

【山梨県】1 ・京都翔英高等学校 ・大阪初芝立命館高等学校

・山梨県立白根高等学校 ・立命館高等学校 ・大阪府立東住吉高等学校

【長野県】9 ・東山高等学校 ・大阪府立懐風館高等学校

・佐久長聖高等学校 ・京都成章高等学校 ・大阪府立佐野高等学校

・千曲ボーイズ ・京都両洋高等学校 ・阪南大学高等学校

・長野県立岩村田高等学校 ・京都府立城陽高等学校 ・大阪府立信太高等学校

・長野県立上田千曲高等学校 ・京都府立乙訓高等学校 ・近畿大学

・長野県立上田染谷丘高等学校 ・京都府立洛北高等学校 ・大阪産業大学

・上田リーグ ・京都府立鳥羽高等学校 ・北摂リトルシニア

・長野ボーイズ ・京都府立洛東高等学校 ・東淀川ボーイズ

・望月リトルリーグ ・京都市立京都工学院高等学校 ・豊中ボーイズ

・長野県立上田高等学校 ・京都府立北嵯峨高等学校 ・大阪府立堺西高等学校

【岐阜県】3 ・京都府立洛水高等学校 ・大阪府立泉大津高等学校

・岐阜経済大学 ・京都明徳高等学校 ・大阪府立平野高等学校

・学校法人　飛騨学園　高山西高等学校 ・京都国際高等学校 ・大阪桐蔭高等学校

・岐阜中濃ボーイズ ・京都文教高等学校 ・高槻リトルリーグ

【愛知県】14 ・立命館宇治高等学校 ・寝屋川中央リトルシニア

・学校法人愛知享栄学園　享栄高等学校 ・京都府立東稜高等学校 ・石丸クラブ

・愛知県立天白高等学校 ・京都府立久御山高等学校 ・履正社高等学校

・(株)ｼﾞｪｲｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｼﾞｪｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ・京都府立西城陽高等学校 ・大阪府立成美高等学校

・東邦高等学校 ・京都府立城南菱創高等学校 ・大阪府立商業大学堺高等学校

・愛知東邦大学 ・京都産業大学 ・枚方リトルシニア野球協会

・中京ボーイズ(中学部)/エンペラーズ ・京都ブラックスヤング ・高槻ALL BLACKS

・尾張ボーイズ/ウィングス ・京都八幡リトルシニア ・摂津リトルシニア

・BASEBALL　ONE(野球専門・動作解析サポート) ・京田辺ボーイズ 【兵庫県】37

・有限会社　OSK ・京・相楽硬式野球クラブ京都ベースボールクラブ ・兵庫県立西脇工業高等学校

・ガットアカデミー ・スピリッツＢ.Ｃ ・相生学院高等学校

・愛知県立安城南高校 ・オール山城ヤング ・東洋大学付属姫路高等学校

・岡崎葵ボーイズ（小等部） ・京都ピュールヤング ・兵庫県立社高等学校

・愛知県立西尾東高等学校 ・京都二条ボーイズ ・神戸弘陵学園高校

・愛知東部リトルシニア ・京都ヤングフレンド ・兵庫県立西脇高等学校

【三重県】9 ・丹波ヤングベースボールクラブ ・兵庫県立小野高等学校

・三重県立桑名工業高等学校 ・龍谷大学付属平安高等学校 ・兵庫県立多可高等学校

・三重県立菰野高等学校 ・京都外大西高等学校 ・兵庫県立三木北高等学校

・桑員ボーイズ/ブルーナイン ・兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

・近畿大学工業高等専門学校 ・兵庫県立小野工業高等学校

・三重県立津商業高等学校 ・関西国際大学

・三重県立松阪商業高等学校 ・兵庫西脇ポニークラブ

・高田学苑高田高等学校 ・京都府立洛西高等学校 ・兵庫三木リトルシニア

・三重県立津高等学校 ・大谷大学 ・兵庫三田ヤング

・三重県立津工業高等学校 ・花園大学 ・篠山ベースボールチーム

【滋賀県】2 ・京都嵐山ボーイズ ・野球一筋　深江浜店

・滋賀県立瀬田工業高校 ・神戸サンダーイーグルス

・立命館守山高等学校

・京都府立宮津高等学校
　京都府立宮津天橋高等学校宮津学舎

・京都府立加悦谷高等学校
　京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎



・明石リトルリーグ野球協会 ・島根県立隠岐高等学校 【愛媛県】45

・さなぎベースボールクラブ ・島根県立大田高等学校 ・愛媛県立新居浜西高等学校

・兵庫ブルーサンダーズ 【岡山県】1 ・愛媛県立新居浜東高等学校

・兵庫夢前ヤング ・西岡山ボーイズ ・愛媛県立川之江高等学校

・尼崎リトル 【広島県】6 ・愛媛県立土居高等学校

・神戸村野工業高等学校 ・広島県私立誠之館高等学校 ・愛媛県立今治南高等学校

・兵庫県立東播工業高等学校 ・広島県安芸南高等学校 ・愛媛県立松山商業高等学校

・神港学園神港高等学校 ・広島県私立国際学院高等学校 ・私立新田高等学校

・兵庫高砂宝殿ボーイズ ・広島県立賀茂高等学校 ・私立帝京第五高等学校

・阪神ボーイズ ・広島県私立山陽高等学校 ・愛媛県立西条高等学校

・高砂宝殿ボーイズ ・広島経済大学 ・愛媛県立東温高等学校

・川西緑台高等学校 【香川県】33 ・新居浜工業高等学校

・兵庫県立篠山産業高等学校 ・香川県立坂出商業高等学校 ・愛媛県立小松高等学校

・神戸学院大学付属高等学校 ・香川県立坂出工業高等学校 ・愛媛県立松山北高等学校

・須磨翔風高等学校 ・香川県立多度津工業高等学校 ・愛媛県立松山工業高等学校

・兵庫加古川ヤング ・香川県立藤井高等学校 ・私立松山聖陵高等学校

・兵庫県立柏原高等学校 ・香川県立観音寺第一高等学校 ・私立松山大学

・KC西宮 ・香川県立観音寺中央高等学校 ・新居浜マリーンズボーイズ

・ベースボールワールド ・香川県立三本松高等学校 ・川之江ボーイズ

【奈良県】11 ・私立香川西高等学校 ・新居浜リトルシニア

・奈良県立山辺高等学校 ・私立尽誠学園高等学校 ・新居浜高等学院

・奈良県立奈良北高等学校 ・私立英明高等学校 ・松山坊っちゃんボーイズ

・奈良県立生駒高等学校 ・私立高松大手前高等学校 ・西条少年野球団

・国立奈良女子大学附属中等教育学校 ・私立高松中央高等学校 ・済美高等学校

・奈良県立磯城野高等学校 ・香川県立坂出高等学校 ・愛媛県立松山東高等学校

・奈良県立法隆寺国際高等学校 ・香川県立小豆島高等学校 ・愛媛県立東予高等学校

・奈良大学 ・香川県立高松高等学校 ・愛媛県立伊予農業高等学校

・国立大学法人奈良教育大学 ・香川県立飯山高等学校 ・愛媛県立新居浜南高等学校

・生駒リトルシニア ・香川県立桜井高等学校 ・新居浜スワローズ

・奈良県立香芝高等学校 ・香川県立高松北高等学校 ・今治中央ボーイズ

・宇陀ボーイズ ・香川県立高松工芸高等学校 ・西条ボーイズ

【和歌山県】2 ・香川県立丸亀城西高等学校 ・松山ボーイズ

・和歌山県立粉河高等学校 ・香川県立琴平高等学校 ・松山中央ボーイズ

・和歌山県立和歌山北高等学校西校舎 ・香川県藤井学園寒川高等学校 ・松山フレンズ

【鳥取県】1 ・香川県立高瀬高等学校 ・エイブルクラブ

・米子ボーイズ ・香川県立丸亀高等学校 ・宇和島ボーイズ

【島根県】10 ・香川県立笠田高等学校 ・愛媛県海外青年協力隊スリランカ野球チーム

・島根県立大社高等学校 ・香川県立高松南高等学校 ・愛媛大学

・島根県立三刀屋高等学校 ・香川県立志度高等学校 ・新居浜工業高等専門学校

・学校法人永島学園　出雲西高等学校 ・国立香川大学 ・松山学院高等学校

・島根県立出雲工業高等学校 ・アークバリア ・えひめ港南リトルシニア

・島根県立邇摩高等学校 ・高松トレーニングベースボールクラブ ・愛媛県立今治工業高等学校

・島根県立出雲高等学校 ・独立リーグ　香川オリーブガイナーズ ・西条リトルシニア

・島根県立平田高等学校 ・高松ベースボール ・新居浜瀬戸内ボーイズ

・学校法人淞南学園　立正大学淞南高等学校 ・高松トレーニング・シニアクラブ ・愛媛県立新居浜商業高等学校

・愛媛県立北条高等学校



【福岡県】2 【沖縄県】1

・福岡県立戸畑高等学校 ・沖縄県立北山高校

・高稜高等学校

【佐賀県】1

・佐賀フィールドナイン

【熊本県】11

・九州学院高等学校

・熊本県立熊本工業高等学校

・ルーテル学院高等学校

・開新高等学校

・東海大学付属熊本星翔高等学校

・熊本私立必由館高等学校

・専修大学玉名高等学校

・九州工科自動車専門学校

・光の森ボーイズ

・泗水ボーイズ

・熊本県立天草工業高等学校

【大分県】4

・明豊高等学校

・大分県立大分南高等学校

・大分高田高等学校

・大分ＴＭＫチャレンジクラブ

【鹿児島県】23

・垂水ファイターズ

・鹿児島コンドル小学部

・串木野ドリームズ中学部

・鹿児島パイレーツ小学部

・鹿児島県立川薩清修館高等学校

・串木野黒潮小学部

・鹿児島ジャイアンツ小学部

・鹿児島バッファローズ小学部

・鹿児島県立加治木工業高等学校

・鹿屋体育大学

・鹿児島ジャイアンツ中学部

・鹿児島県立鹿屋高等学校

・鹿児島シャークス（中学部）

・志布志ホークス

・フロントA

・鹿児島県立川内高等学校

・薩摩川内ボーイズ

・薩摩ボーイズ

・学校法人池田学園池田高等学校

・薩摩川内ボーイズ小学部

・学校法人川島学園れいめい高等学校

・鹿児島コンドル中学部

・鹿児島DreamWave 2022,6,30現在



【全国のエコボール連携事業所】 （46事業所）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　就労ネットうじ　みっくすはあつ　（京都府）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　きづき　ＨＯＰＥきづき　（神奈川県）

　　　　　●　社会福祉法人　楽笑福祉会　（香川県）

　　　　　●　社会福祉法人　元気村　夢工房翔裕園　（埼玉県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　さぽーとぴあ　自立研修所　ビーンズ　（福島県）

　　　　　●　株式会社　スマイルワーク　（京都府）

　　　　　●　ＮＰＯスポーツアカデミーShine　ドリームボール　（兵庫県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　ＯＮＥ　就労移行支援事業所　ヴェルチュ～Vertu～　（三重県）

　　　　　●　合同会社　プラネットワークス新居浜　（愛媛県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　コロポックルさっぽろ　（北海道）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　ポラーノ　ワークハウスクローバー　（広島県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　プラネットワークス愛媛　（愛媛県）

　　　　　●　社会福祉法人　啓愛会　エール　（栃木県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　もやいの丘　（熊本県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　寺田プランニング　よこすか中央障がい者福祉センター　はやぶさ工房　（神奈川県）

　　　　　●　エコ・アース・ファクトリー株式会社　ココア・泉中央　（宮城県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　ＢＥＡＲ　ＦＲＵＩＴ　（奈良県）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　もやいの丘　就労継続支援Ｂ型　えみしあ　（熊本県）

　　　　　●　医療法人　養生園　障害者多機能型事業所　清風　（徳島県）

　　　　　●　一般社団法人　たかはるコミュニティベースト　（青森県）

　　　　　●　株式会社　スマイルワーク　大久保事業所　（京都府）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　就労ネットうじ　ゆめハウス　（京都府）

　　　　　●　ＮＰＯ法人　山の薬剤師たち　障害者就労センターたなごころ吉野　（徳島県）

　　　　　●　合同会社　Lian　絆　（鹿児島県）

　　　　　●　株式会社　T-Link　就労支援センター　一歩　（熊本県）

　　　　　●　社会福祉法人　はるかぜ福祉会　はるかぜ　（福岡県）

　　　　　●　株式会社　Green Leaf　就労継続支援A型　Leaf　（兵庫県）

　　　　　●　社会福祉法人　緑成会　桃の実　（神奈川県）

　　　　　●　株式会社　大村産業　障害者支援センター　ハートビレッジ（愛知県）

　　　　　●　一般社団法人　シビックプライド　シビックプライド新湊（富山県）

　　　　　●　一般社団法人　クロスオーバー大和　クロスオーバー大和（神奈川県）

　　　　　●　医療法人社団　幸悠会　就労継続支援Ｂ型事業所　悠（東京都）

　　　　　●　特定非営利活動法人　気塾　ワークハウス　塩嵜苑（長野県）

　　　　　●　社会福祉法人　向陵会　第3乙訓ひまわり園（京都府）

　　　　　●　株式会社　スマイルジョブ　スマイルジョブくずは（大阪府）

　　　　　●　社会福祉法人　よさのうみ福祉会　ワークセンター花音（京都府）

　　　　　●　社会福祉法人　京都育成の会　西寺育成苑（京都府）

　　　　　●　株式会社　BASAGLIA　生活介護ぱるぴと（千葉県）

　　　　　●　株式会社　カルディアコーポレーション　就労継続支援B型事業所カルディアこしがや（埼玉県）

　　　　　●　株式会社　茨城プラネッツ福祉センター（茨城県）

　　　　　●　株式会社　えん　作業所　えん（香川県）

　　　　　●　株式会社　スマイルアライアンス　スマイルファクトリー向日（京都府）

　　　　　●　株式会社　彩花の森（岐阜県）

　　　　　●　NPO法人　ONE　多機能事業所　スタート（三重県）

　　　　　●　合同会社　総合福祉高積　就労継続支援A型　フレーズ貴志川（和歌山県）

　　　　　●　合同会社　総合福祉高積　就労継続支援B型　カルラ（和歌山県）
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