
 第15回Ｗリーグ 開催予定地一覧（6/20現在）　

日程 開催都市 体育館名 日程 開催都市 体育館名 日程 開催都市 体育館名 日程 開催都市 体育館名

11/8(金) JX-ENEOS vs 日立ﾊｲﾃｸ 東京都渋谷区 代々木第二体育館 12/14(土) JX-ENEOS vs ｱｲｼﾝAW 2/8(土) JX-ENEOS vs デンソー 3/15(土) JX-ENEOS vs 羽田

11/9(土) 日立ﾊｲﾃｸ vs JX-ENEOS 千葉県船橋市 船橋アリーナ トヨタ vs 三菱電機 羽田 vs トヨタ紡織 デンソー vs シャンソン

トヨタ vs デンソー デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ トヨタ vs 山梨 日立ﾊｲﾃｸ vs 山梨

シャンソン vs トヨタ紡織 富士通 vs トヨタ紡織 ｱｲｼﾝAW vs 新潟 トヨタ vs ｱｲｼﾝAW

富士通 vs 三菱電機 神奈川県海老名市 市運動公園体育館 新潟 vs 羽田 富士通 vs 三菱電機 三菱電機 vs トヨタ紡織

新潟 vs 山梨 新潟県新潟市 東スポーツセンター シャンソン vs 山梨 日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 富士通 vs 新潟 新潟県長岡市 栃尾体育館

ｱｲｼﾝAW vs 羽田 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷 12/15(日) ｱｲｼﾝAW vs トヨタ 2/9(日) デンソー vs 羽田 3/16（日) 羽田 vs JX-ENEOS

11/10(日) デンソー vs トヨタ 三菱電機 vs JX-ENEOS トヨタ紡織 vs JX-ENEOS シャンソン vs デンソー

トヨタ紡織 vs シャンソン 日立ﾊｲﾃｸ vs 富士通 山梨 vs ｱｲｼﾝAW 山梨 vs 日立ﾊｲﾃｸ

三菱電機 vs 富士通 神奈川県海老名市 市運動公園体育館 トヨタ紡織 vs デンソー 新潟 vs トヨタ ｱｲｼﾝAW vs トヨタ

山梨 vs 新潟 新潟県新潟市 東スポーツセンター 羽田 vs シャンソン 三菱電機 vs 日立ﾊｲﾃｸ トヨタ紡織 vs 三菱電機

羽田 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷 山梨 vs 新潟 シャンソン vs 富士通 新潟 vs 富士通 新潟県長岡市 栃尾体育館

11/15(金) トヨタ vs 新潟 愛知県名古屋市 東スポーツセンター 12/21(土) JX-ENEOS vs トヨタ 福岡県北九州市 九州共立大 鶴鳴記念館 2/15(土) JX-ENEOS vs 富士通 秋田県秋田市 県立体育館 3/21(金) JX-ENEOS vs 富士通 大阪府堺市 金岡公園体育館

11/16(土) JX-ENEOS vs 三菱電機 鹿児島県鹿児島市 県体育館 デンソー vs 富士通 北海道旭川市 市総合体育館 羽田 vs 山梨 秋田県美郷町 美郷総合体育館 3/22(土) トヨタ vs シャンソン 愛知県名古屋市 千種スポーツセンター

新潟 vs トヨタ 愛知県名古屋市 東スポーツセンター 新潟 vs シャンソン 新潟県聖籠町 町民体育館 トヨタ vs シャンソン デンソー vs 羽田 千葉県富津市 市総合社会体育館

デンソー vs ｱｲｼﾝAW 愛知県西尾市 市総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs 三菱電機 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 新潟 vs 日立ﾊｲﾃｸ 新潟県長岡市 アオーレ長岡

富士通 vs 山梨 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ紡織 群馬県太田市 市運動公園市民体育館 デンソー vs 新潟 ｱｲｼﾝAW vs トヨタ紡織 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷

シャンソン vs 日立ﾊｲﾃｸ 奈良県橿原市 橿原公苑第1体育館 羽田 vs 山梨 山梨県甲斐市 敷島体育館 三菱電機 vs ｱｲｼﾝAW 三菱電機 vs 山梨 山梨県山梨市 市民総合体育館

トヨタ紡織 vs 羽田 東京都大田区 区総合体育館 12/22(日) トヨタ vs JX-ENEOS 福岡県久留米市 市総合スポーツセンター体育館 2/16(日) 山梨 vs JX-ENEOS 富士通 vs JX-ENEOS 大阪府八尾市 市総合体育館

11/17(日) 三菱電機 vs JX-ENEOS 熊本県熊本市 県立総合体育館 富士通 vs デンソー 北海道芦別市 市総合体育館 富士通 vs 羽田 3/23(日) シャンソン vs トヨタ 愛知県名古屋市 千種スポーツセンター

ｱｲｼﾝAW vs デンソー 愛知県蒲郡市 市民体育センター体育館 シャンソン vs 新潟 新潟県聖籠町 町民体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ 羽田 vs デンソー 千葉県市原市 市臨海体育館

山梨 vs 富士通 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ 三菱電機 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷 シャンソン vs トヨタ紡織 日立ﾊｲﾃｸ vs 新潟 新潟県長岡市 アオーレ長岡

日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 滋賀県近江八幡市 市立運動公園体育館 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 栃木県宇都宮市 清原体育館 新潟 vs 三菱電機 トヨタ紡織 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県刈谷市 ウイングアリーナ刈谷

羽田 vs トヨタ紡織 東京都大田区 区総合体育館 山梨 vs 羽田 山梨県甲斐市 敷島体育館 ｱｲｼﾝAW vs デンソー 山梨 vs 三菱電機 山梨県富士吉田市 鐘山スポーツセンター体育館

11/23(土) JX-ENEOS vs 新潟 新潟県上越市 リージョンプラザ上越 1/18(土) JX-ENEOS vs ｱｲｼﾝAW 佐賀県佐賀市 県総合体育館 2/22(土) JX-ENEOS vs 山梨 4/5(土)

トヨタ vs トヨタ紡織 トヨタ vs 三菱電機 富士通 vs 日立ﾊｲﾃｸ

デンソー vs 山梨 デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ シャンソン vs ｱｲｼﾝAW 4/6(日)

富士通 vs ｱｲｼﾝAW 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ 富士通 vs トヨタ紡織 大分県中津市 ダイハツ九州アリーナ トヨタ vs 羽田 神奈川県藤沢市 秩父宮記念体育館

三菱電機 vs 日立ﾊｲﾃｸ 愛知県名古屋市 愛知県体育館 新潟 vs 羽田 東京都品川区 区総合体育館 デンソー vs トヨタ紡織 愛知県刈谷市 市体育館 4/8(火)

シャンソン vs 羽田 調整中 シャンソン vs 山梨 山梨県甲府市 小瀬スポーツセンター体育館 新潟 vs 三菱電機 新潟県燕市 市体育センター

11/24(日) 新潟 vs JX-ENEOS 新潟県上越市 リージョンプラザ上越 1/19(日) ｱｲｼﾝAW vs JX-ENEOS 佐賀県佐賀市 県総合体育館 2/23(日) 山梨 vs JX-ENEOS 4/17(木) 秋田県秋田市 県立体育館

トヨタ紡織 vs トヨタ 三菱電機 vs トヨタ 日立ﾊｲﾃｸ vs 富士通 4/19(土) 福島県福島市 あづま総合体育館

山梨 vs デンソー 日立ﾊｲﾃｸ vs デンソー ｱｲｼﾝAW vs シャンソン 4/20(日) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

ｱｲｼﾝAW vs 富士通 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ トヨタ紡織 vs 富士通 大分県中津市 ダイハツ九州アリーナ 羽田 vs トヨタ 神奈川県藤沢市 秩父宮記念体育館 4/22(火) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

日立ﾊｲﾃｸ vs 三菱電機 愛知県名古屋市 愛知県体育館 羽田 vs 新潟 東京都板橋区 小豆沢体育館 トヨタ紡織 vs デンソー 愛知県刈谷市 市体育館 4/23(水) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

羽田 vs シャンソン 調整中 山梨 vs シャンソン 山梨県甲府市 小瀬スポーツセンター体育館 三菱電機 vs 新潟 新潟県燕市 市体育センター

11/30(土) JX-ENEOS vs トヨタ紡織 千葉県成田市 市体育館 1/25(土) JX-ENEOS vs 新潟 3/1(土) JX-ENEOS vs シャンソン 秋田県横手市 市増田体育館

トヨタ vs 山梨 山梨県甲州市 塩山体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 羽田 新潟 vs トヨタ紡織 新潟県新潟市 鳥屋野総合体育館

デンソー vs 新潟 新潟県長岡市 アオーレ長岡 デンソー vs 山梨 トヨタ vs 日立ﾊｲﾃｸ 愛知県豊田市 スカイホール豊田

富士通 vs シャンソン 京都府京都市 府立体育館 三菱電機 vs シャンソン 3/2(日) シャンソン vs JX-ENEOS 秋田県秋田市 県立体育館

ｱｲｼﾝAW vs 日立ﾊｲﾃｸ 茨城県ひたちなか市 市総合運動公園体育館 ｱｲｼﾝAW vs 富士通 愛知県安城市 市体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ 愛知県豊田市 スカイホール豊田

三菱電機 vs 羽田 大阪府大東市 大阪桐蔭高校 トヨタ vs トヨタ紡織 愛知県豊田市 スカイホール豊田 デンソー vs 三菱電機

12/1（日) トヨタ紡織 vs JX-ENEOS 千葉県柏市 市中央体育館 1/26(日) 新潟 vs 日立ﾊｲﾃｸ ｱｲｼﾝAW vs 山梨

山梨 vs トヨタ 山梨県北杜市 高根体育館 羽田 vs JX-ENEOS 羽田 vs 富士通

新潟 vs デンソー 新潟県長岡市 アオーレ長岡 山梨 vs 三菱電機 トヨタ紡織 vs 新潟 新潟県新潟市 鳥屋野総合体育館

シャンソン vs 富士通 兵庫県神戸市 グリーンアリーナ神戸 シャンソン vs デンソー 3/3(月) 三菱電機 vs デンソー

日立ﾊｲﾃｸ vs ｱｲｼﾝAW 茨城県水戸市 県立スポーツセンター 富士通 vs トヨタ 愛知県豊田市 スカイホール豊田 山梨 vs ｱｲｼﾝAW

羽田 vs 三菱電機 大阪府大東市 大阪桐蔭高校 トヨタ紡織 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県安城市 市体育館 富士通 vs 羽田

12/7(土) JX-ENEOS vs トヨタ 愛知県岡崎市 市中央総合公園体育館 2/1(土) JX-ENEOS vs 日立ﾊｲﾃｸ 3/8(土) JX-ENEOS vs デンソー 長野県佐久市 市総合体育館

デンソー vs 富士通 秋田県美郷町 美郷総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs シャンソン トヨタ vs 富士通 福岡県飯塚市 飯塚第1体育館

三菱電機 vs トヨタ紡織 愛知県名古屋市 東スポーツセンター トヨタ vs デンソー 新潟 vs ｱｲｼﾝAW 新潟県五泉市 村松体育館さくらアリーナ

12/8(日) 新潟 vs シャンソン 和歌山県内 三菱電機 vs 羽田 シャンソン vs 三菱電機 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧

ｱｲｼﾝAW vs 羽田 愛知県碧南市 市臨海体育館 富士通 vs 新潟 日立ﾊｲﾃｸ vs 羽田 茨城県ひたちなか市 市総合運動公園体育館

日立ﾊｲﾃｸ vs 山梨 岡山県内 トヨタ紡織 vs 山梨 トヨタ紡織 vs 山梨 山梨県南アルプス市 櫛形総合体育館

2/2(日) 日立ﾊｲﾃｸ vs ｱｲｼﾝAW 3/9(日) デンソー vs JX-ENEOS 長野県佐久市 市総合体育館

シャンソン vs JX-ENEOS 富士通 vs トヨタ 福岡県大牟田市 市民体育館

デンソー vs 三菱電機 ｱｲｼﾝAW vs 新潟 新潟県五泉市 村松体育館さくらアリーナ

羽田 vs トヨタ 三菱電機 vs シャンソン 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧

新潟 vs トヨタ紡織 羽田 vs 日立ﾊｲﾃｸ 茨城県水戸市 県立スポーツセンター

山梨 vs 富士通 山梨 vs トヨタ紡織 山梨県甲州市 塩山体育館

代々木第二体育館

※日程・会場等は予告なく変更になる場合があります。

代々木第二体育館

ファイナル Game1

ファイナル Game2

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game2

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game3

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game3

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game2

代々木第二体育館

ファイナル Game3

東京都渋谷区

市立中央体育館

神奈川県横須賀市 横須賀アリーナ

群馬県前橋市
ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game1

東京都渋谷区

市中央総合公園体育館

とどろきアリーナ

横須賀アリーナ

対戦カード 対戦カード

愛知県刈谷市 東京都渋谷区

対戦カード

愛知県岡崎市 市中央総合公園体育館

東京都渋谷区

駒沢体育館

代々木第二体育館市体育館

とどろきアリーナ神奈川県川崎市

対戦カード

愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

ウィングアリーナ刈谷

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game1

静岡県藤枝市

愛知県刈谷市 市体育館

新潟県内

愛知県豊橋市

ファイナル Game5

ファイナル Game4

東京都練馬区

東京都渋谷区

東京都大田区

東京都渋谷区

静岡県静岡市

東京都大田区

代々木第二体育館

市中央総合公園体育館

市総合体育館

県武道館

東京都大田区 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

市樹海体育館

愛知県岡崎市

光ヶ丘体育館

代々木第二体育館

東京都世田谷区

愛知県岡崎市 市中央総合公園体育館

兵庫県姫路市

大阪府堺市

区総合体育館

代々木第二体育館

市中央体育館

愛知県西尾市

市総合体育館

区総合体育館

調整中

新潟県内

愛知県豊橋市

市総合体育館

東京都渋谷区

東京都渋谷区 代々木第二体育館

安城市体育館愛知県安城市

東京都渋谷区 代々木第二体育館

愛知県安城市 安城市体育館

ぐんまアリーナ

愛媛県今治市 市菊間体育館

愛知県刈谷市

神奈川県横須賀市

駒沢体育館

金岡公園体育館

東京都世田谷区 神奈川県川崎市

愛知県岡崎市

秋田県大館市

市総合体育館香川県高松市

代々木第二体育館東京都渋谷区

調整中

愛知県刈谷市 刈谷市体育館

2013/6/20　10:21　現在


	1・2，3・4Q同一ｶｰﾄﾞ

