
情報ワイド「高校野球チーム紹介（県内34校）」

放送日 7/1(月) 7/2（火） 7/3(水) 7/4(木) 7/5(金) 7/6(土) 7/7(日) 7/8(月) 7/9(火) 7/10(水) 7/11(木) 7/12(金) 7/13(土) 7/14(日)
栃木工業高校 佐野高校 作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部
石橋高校 佐野東高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校

栃木商業高校 佐野松桜高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校

栃木農業高校 白鷗大学足利高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校
栃木翔南高校 足利工業高校 真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校
壬生高校 足利高校 真岡北稜高校 足利高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校 足利高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校
栃木高校 足利清風高校 足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校 足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校
國學院大學栃木高校 足利南高校 足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校
佐野日本大学高校 足利大学附属高校 足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校
青藍泰斗高校 青藍泰斗高校 青藍泰斗高校
佐野高校 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部 佐野高校 作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校 小山高校
佐野東高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校 小山南高校
佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校
白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校
足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校 足利工業高校 真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校

足利高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校 足利高校 真岡北稜高校 足利高校 壬生高校 鹿沼高校
足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校 足利清風高校 足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校
足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 足利南高校 足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校
足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 足利大学附属高校 足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校

青藍泰斗高校 青藍泰斗高校
作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校
文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校
宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校
真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校
真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校
真岡北稜高校 足利高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校 足利高校 壬生高校

足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校 栃木高校 鹿沼商工高校 足利清風高校 栃木高校
足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 足利南高校
足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 足利大学附属高校 佐野日本大学高校

青藍泰斗高校 青藍泰斗高校 青藍泰斗高校
栃木工業高校 作新学院高等部 佐野高校 栃木工業高校 小山高校 栃木工業高校 小山高校 作新学院高等部 佐野高校
石橋高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校 石橋高校 小山南高校 石橋高校 小山南高校 文星芸術大学附属高校 佐野東高校
栃木商業高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校 栃木商業高校 小山西高校 栃木商業高校 小山西高校 宇都宮短期大学附属高校 佐野松桜高校
栃木農業高校 真岡高校 白鷗大学足利高校 栃木農業高校 小山北桜高校 栃木農業高校 小山北桜高校 真岡高校 白鷗大学足利高校

栃木翔南高校 真岡工業高校 足利工業高校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 栃木翔南高校 小山高等工業専門学校 真岡工業高校 足利工業高校
壬生高校 真岡北稜高校 足利高校 壬生高校 鹿沼高校 壬生高校 鹿沼高校 真岡北稜高校 足利高校
栃木高校 足利清風高校 栃木高校 鹿沼商工高校 栃木高校 鹿沼商工高校 足利清風高校
國學院大學栃木高校 足利南高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 國學院大學栃木高校 鹿沼東高校 足利南高校
佐野日本大学高校 足利大学附属高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 佐野日本大学高校 鹿沼南高校 足利大学附属高校

青藍泰斗高校 青藍泰斗高校 青藍泰斗高校

栃木工業高校 佐野高校 作新学院高等部 小山高校 栃木工業高校 佐野高校 作新学院高等部 小山高校 栃木工業高校 佐野高校
石橋高校 佐野東高校 文星芸術大学附属高校 小山南高校 石橋高校 佐野東高校 文星芸術大学附属高校 小山南高校 石橋高校 佐野東高校
栃木商業高校 佐野松桜高校 宇都宮短期大学附属高校 小山西高校 栃木商業高校 佐野松桜高校 宇都宮短期大学附属高校 小山西高校 栃木商業高校 佐野松桜高校
栃木農業高校 白鷗大学足利高校 真岡高校 小山北桜高校 栃木農業高校 白鷗大学足利高校 真岡高校 小山北桜高校 栃木農業高校 白鷗大学足利高校

栃木翔南高校 足利工業高校 真岡工業高校 小山高等工業専門学校 栃木翔南高校 足利工業高校 真岡工業高校 小山高等工業専門学校 栃木翔南高校 足利工業高校
壬生高校 足利高校 真岡北稜高校 鹿沼高校 壬生高校 足利高校 真岡北稜高校 鹿沼高校 壬生高校 足利高校
栃木高校 足利清風高校 鹿沼商工高校 栃木高校 足利清風高校 鹿沼商工高校 栃木高校 足利清風高校
國學院大學栃木高校 足利南高校 鹿沼東高校 國學院大學栃木高校 足利南高校 鹿沼東高校 國學院大學栃木高校 足利南高校
佐野日本大学高校 足利大学附属高校 鹿沼南高校 佐野日本大学高校 足利大学附属高校 鹿沼南高校 佐野日本大学高校 足利大学附属高校

青藍泰斗高校 青藍泰斗高校 青藍泰斗高校
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