
イースタン 12:15 デンソー vs ＮＥＣ BSフジ

ウエスタン 15:10 久光製薬 vs 東レ BSフジ

イースタン 秋田 由利本荘市 ナイスアリーナ（由利本荘アリーナ） 12:00 埼玉上尾 vs KUROBE 15:00 日立 vs ＰＦＵ

ウエスタン 大阪 大阪市 大阪市中央体育館 13:00 JT vs 岡山

イースタン 秋田 由利本荘市 ナイスアリーナ（由利本荘アリーナ） 12:00 埼玉上尾 vs ＰＦＵ 15:00 日立 vs KUROBE

ウエスタン 大阪 大阪市 大阪市中央体育館 13:00 JT vs トヨタ車体

イースタン 石川 金沢市 金沢市総合体育館 11:00 デンソー vs 埼玉上尾 13:00 ＮＥＣ vs トヨタ車体 15:00 ＰＦＵ vs KUROBE

ウエスタン 兵庫 尼崎市 ベイコム総合体育館 12:00 東レ vs 岡山 15:00 JT vs 久光製薬

イースタン 11:00 デンソー vs 日立 13:00 トヨタ車体 vs KUROBE

交流戦 15:00 ＰＦＵ vs ＮＥＣ

交流戦 埼玉 上尾市 上尾市民体育館 14:00 埼玉上尾 vs 久光製薬

交流戦 11:00 岡山 vs ＰＦＵ

イースタン 14:00 KUROBE vs ＮＥＣ

ウエスタン 14:30 JT vs 東レ

交流戦 12:00 トヨタ車体 vs 日立 （18:00） （ジェイテクト） vs (豊田合成）

イースタン 富山 黒部市 YKK体育館 11:00 ＮＥＣ vs ＰＦＵ 14:00 KUROBE vs デンソー

交流戦 15:00 JT vs 日立

ウエスタン 12:00 トヨタ車体 vs 東レ

交流戦 東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 ＮＥＣ vs 東レ

交流戦 三重 津市 津市産業スポーツセンター（サオリーナ） 11:00 トヨタ車体 vs デンソー （兵庫） vs (東京ヴェルディ） （北海道） vs （三重）

交流戦 石川 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 12:00 ＰＦＵ vs JT

交流戦 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:00 岡山 vs 埼玉上尾

交流戦 東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 ＮＥＣ vs 久光製薬

イースタン 三重 津市 津市産業スポーツセンター（サオリーナ） 11:00 デンソー vs KUROBE （北海道） vs （近畿ク） （三重） vs （奈良）

交流戦 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:00 岡山 vs 日立

交流戦 神奈川 川崎市 川崎市とどろきアリーナ 13:00 ＮＥＣ vs JT

交流戦 埼玉 深谷市 深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル） 12:00 日立 vs 岡山 15:00 埼玉上尾 vs トヨタ車体

交流戦 滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 13:00 東レ vs デンソー

交流戦 兵庫 神戸市 神戸総合運動公園体育館（グリーンアリーナ神戸） 13:00 久光製薬 vs ＰＦＵ

交流戦 埼玉 深谷市 深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル） 11:00 ＮＥＣ vs 岡山 13:00 埼玉上尾 vs JT 15:00 トヨタ車体 vs 日立

交流戦 滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 12:00 久光製薬 vs デンソー 15:00 東レ vs KUROBE

イースタン 茨城 ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園総合体育館 12:00 デンソー vs ＰＦＵ 15:00 日立 vs KUROBE

イースタン 埼玉 蓮田市 蓮田市総合市民体育館 13:00 埼玉上尾 vs ＮＥＣ

ウエスタン 佐賀 佐賀市 佐賀県総合体育館 12:00 久光製薬 vs トヨタ車体 15:00 JT vs 岡山

イースタン 茨城 ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園総合体育館 11:00 KUROBE vs ＰＦＵ 13:00 デンソー vs ＮＥＣ 15:00 日立 vs 埼玉上尾

ウエスタン 佐賀 佐賀市 佐賀県総合体育館 12:00 久光製薬 vs 東レ 15:00 トヨタ車体 vs 岡山

ウエスタン 11:00 久光製薬 vs 岡山

交流戦 13:00 埼玉上尾 vs 東レ 15:00 KUROBE vs JT

交流戦 11:00 久光製薬 vs ＰＦＵ

イースタン 14:00 KUROBE vs 埼玉上尾

交流戦 12:00 ＮＥＣ vs トヨタ車体

イースタン 15:00 埼玉上尾 vs 日立

交流戦 兵庫 姫路市 ウィンク体育館（姫路市総合体育館） 14:00 久光製薬 vs KUROBE

ウエスタン 13:00 岡山 vs 東レ

交流戦 16:00 JT vs デンソー

交流戦 12:00 埼玉上尾 vs トヨタ車体

イースタン 15:00 日立 vs ＰＦＵ

ウエスタン 兵庫 加古川市 加古川市立総合体育館 14:00 久光製薬 vs JT

交流戦 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:00 岡山 vs KUROBE 16:00 デンソー vs 東レ

イースタン 石川 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 13:00 ＰＦＵ vs デンソー

交流戦 千葉 船橋市 船橋アリーナ 14:00 埼玉上尾 vs JT

ウエスタン 12:00 久光製薬 vs トヨタ車体

交流戦 15:00 東レ vs 日立

交流戦 石川 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 13:00 ＰＦＵ vs 岡山

イースタン 千葉 船橋市 船橋アリーナ 13:00 埼玉上尾 vs ＮＥＣ

交流戦 12:00 久光製薬 vs 日立

ウエスタン 15:00 トヨタ車体 vs 東レ

イースタン 12:00 ＮＥＣ vs 日立

交流戦 15:00 久光製薬 vs 埼玉上尾

ウエスタン 10:00 トヨタ車体 vs ＰＦＵ 13:00 岡山 vs KUROBE

交流戦 15:00 JT vs 東レ

交流戦 12:00 ＮＥＣ vs 久光製薬

イースタン 15:00 日立 vs デンソー

交流戦 13:00 岡山 vs トヨタ車体

ウエスタン 16:00 東レ vs ＰＦＵ

交流戦 福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館 13:00 デンソー vs 岡山

イースタン 石川 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 13:00 ＰＦＵ vs 埼玉上尾

交流戦 愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷） 12:00 トヨタ車体 vs KUROBE （16:00） （豊田合成） vs （大分三好）

交流戦 兵庫 神戸市 神戸総合運動公園体育館（グリーンアリーナ神戸） 12:00 東レ vs 日立 15:00 JT vs ＮＥＣ

交流戦 福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館 13:00 デンソー vs 久光製薬

交流戦 兵庫 神戸市 神戸総合運動公園体育館（グリーンアリーナ神戸） 12:00 ＮＥＣ vs 東レ 15:00 JT vs 日立

イースタン 神奈川 川崎市 川崎市とどろきアリーナ 12:00 ＮＥＣ vs 日立

交流戦 富山 黒部市 黒部市総合体育センター 11:00 デンソー vs 岡山 13:00 JT vs トヨタ車体 15:00 KUROBE vs 久光製薬

交流戦 滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 13:00 東レ vs 埼玉上尾

交流戦 11:00 トヨタ車体 vs ＰＦＵ 15:00 KUROBE vs JT

ウエスタン 13:00 久光製薬 vs 岡山

交流戦 茨城 日立市 日立市池の川さくらアリーナ 13:00 日立 vs 久光製薬

交流戦 愛知 西尾市 西尾市総合体育館 13:00 デンソー vs JT

交流戦 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:00 岡山 vs ＮＥＣ

交流戦 愛媛 松山市 愛媛県武道館 14:00 東レ vs KUROBE

交流戦 愛知 西尾市 西尾市総合体育館 13:00 デンソー vs トヨタ車体

交流戦 13:00 岡山 vs 埼玉上尾

イースタン 16:00 ＮＥＣ vs KUROBE

交流戦 愛媛 松山市 愛媛県武道館 14:00 東レ vs ＰＦＵ

イースタン 調整中 埼玉上尾 vs デンソー

交流戦 調整中 JT vs ＰＦＵ

岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館）

27 日

神奈川 川崎市 川崎市とどろきアリーナ

岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館）

富山 黒部市 黒部市総合体育センター
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愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷）
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開催地 会場
第1試合

開始時刻
第1試合

第2試合

開始時刻
第２試合

駒沢体育館東京 目黒区

2018-19 V.LEAGUE DIVISION 1 WOMEN（2018.07.20）

イースタンカンファレンス デンソーエアリービーズ、ＮＥＣレッドロケッツ、埼玉上尾メデックス、日立リヴァーレ、ＰＦＵブルーキャッツ、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

ウエスタンカンファレンス 久光製薬スプリングス、ＪＴマーヴェラス,トヨタ車体クインシーズ、東レアローズ、岡山シーガルズ

年 月 日 曜日 カンファレンス
第3試合

開始時刻
第３試合 DAZN テレビ

※このスケジュール表は2018年7月20日現在のものとし、日程や試合会場、組合せは変更の可能性があります。
また、テレビ放送の都合により試合カードの組み換え、試合開始時間、試合順の変更を行うことがあります。


