
 第１７回Ｗリーグ 開催地一覧（2015/6/29現在）

【レギュラーシーズン　1次ラウンド】

10/9 (金) JX-ENEOS vs デンソー 東京都渋谷区 代々木第二体育館 11/20 (金) 富士通 vs 日立ﾊｲﾃｸ 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ

ｱｲｼﾝAW vs 羽田 東京都港区 港区スポーツセンター 11/21 (土) JX-ENEOS vs トヨタ紡織 新潟県柏崎市 柏崎市総合体育館

10/10 (土) トヨタ自動車 vs シャンソン 静岡県長泉町 ウェルピアながいずみ 日立ﾊｲﾃｸ vs 富士通 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ

富士通 vs 三菱電機 神奈川県座間市 スカイアリーナ座間 トヨタ自動車 vs 新潟 新潟県五泉市 五泉市さくらアリーナ

トヨタ紡織 vs 新潟 新潟県新潟市 新潟市東総合スポーツセンター シャンソン vs ｱｲｼﾝAW 奈良県橿原市 県立橿原公苑第1体育館

デンソー vs JX-ENEOS 東京都渋谷区 代々木第二体育館 三菱電機 vs 羽田 千葉県富津市 市総合社会体育館

羽田 vs ｱｲｼﾝAW 東京都港区 港区スポーツセンター 11/22 (日) トヨタ紡織 vs JX-ENEOS 新潟県柏崎市 柏崎市総合体育館

10/11 (日) 三菱電機 vs 富士通 神奈川県座間市 スカイアリーナ座間 新潟 vs トヨタ自動車 新潟県五泉市 五泉市さくらアリーナ

新潟 vs トヨタ紡織 新潟県新潟市 新潟市東総合スポーツセンター ｱｲｼﾝAW vs シャンソン 滋賀県大津市 滋賀県立体育館

10/12 （月・祝） シャンソン vs トヨタ自動車 静岡県三島市 三島市民体育館 羽田 vs 三菱電機 千葉県木更津市 木更津市民体育館

10/16 (金) シャンソン vs 新潟 新潟県十日町市 十日町市総合体育館 11/28 (土) JX-ENEOS vs 三菱電機 千葉県船橋市 船橋アリーナ

10/17 (土) デンソー vs 羽田 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 デンソー vs シャンソン 愛知県豊橋市 豊橋市総合体育館

トヨタ自動車 vs 日立ﾊｲﾃｸ 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館 トヨタ自動車 vs 富士通 神奈川県海老名市 海老名運動公園総合体育館

富士通 vs ｱｲｼﾝAW 大分県大分市 大分県立総合体育館 新潟 vs 羽田 新潟県上越市 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越

三菱電機 vs トヨタ紡織 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 ｱｲｼﾝAW vs 日立ﾊｲﾃｸ 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

新潟 vs シャンソン 新潟県十日町市 十日町市総合体育館 11/29 (日) 三菱電機 vs JX-ENEOS 千葉県成田市 成田市中台体育館

10/18 (日) 羽田 vs デンソー 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 シャンソン vs デンソー 愛知県豊橋市 豊橋市総合体育館

日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ自動車 茨城県常陸大宮市 常陸大宮市西部体育館 富士通 vs トヨタ自動車 神奈川県海老名市 海老名運動公園

ｱｲｼﾝAW vs 富士通 大分県大分市 県立総合体育館 羽田 vs 新潟 新潟県上越市 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越

トヨタ紡織 vs 三菱電機 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 日立ﾊｲﾃｸ vs ｱｲｼﾝAW 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

10/24 (土) JX-ENEOS vs 羽田 東京都大田区 大田区総合体育館 12/4 (金) トヨタ紡織 vs 羽田 東京都武蔵野市 武蔵野市総合体育館

デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ 秋田県横手市 横手市増田体育館 12/5 (土) JX-ENEOS vs シャンソン 静岡県藤枝市 静岡県武道館

トヨタ自動車 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県岡崎市 岡崎市中央総合公園体育館 デンソー vs 富士通 北海道旭川市 旭川市総合体育館

富士通 vs 新潟 新潟県新潟市 新潟市東総合スポーツセンター トヨタ自動車 vs 三菱電機 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧

シャンソン vs トヨタ紡織 島根県松江市 松江市総合体育館 新潟 vs 日立ﾊｲﾃｸ 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館

10/25 (日) 羽田 vs JX-ENEOS 東京都大田区 区総合体育館 羽田 vs トヨタ紡織 東京都武蔵野市 武蔵野市総合体育館

日立ﾊｲﾃｸ vs デンソー 秋田県秋田市 秋田県立体育館 12/6 (日) シャンソン vs JX-ENEOS 静岡県静岡市 草薙総合運動場体育館

ｱｲｼﾝAW vs トヨタ自動車 愛知県岡崎市 岡崎市中央総合公園体育館 富士通 vs デンソー 北海道千歳市 ダイナックスアリーナ

新潟 vs 富士通 新潟県新潟市 新潟市東総合スポーツセンター 三菱電機 vs トヨタ自動車 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧

トヨタ紡織 vs シャンソン 島根県松江市 松江市総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 新潟 茨城県土浦市 霞ヶ浦文化体育館

10/31 (土) JX-ENEOS vs 日立ﾊｲﾃｸ 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 12/11 (金) JX-ENEOS vs 富士通 東京都渋谷区 代々木第二体育館

デンソー vs ｱｲｼﾝAW 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 12/12 (土) デンソー vs トヨタ自動車 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館

トヨタ自動車 vs 羽田 愛知県豊田市 スカイホール豊田 シャンソン vs 三菱電機 福岡県飯塚市 飯塚第一体育館

富士通 vs トヨタ紡織 長野県長野市 長野運動公園総合体育館 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 鳥取県米子市 鳥取県立米子産業体育館

三菱電機 vs 新潟 新潟県村上市 神林総合体育館 新潟 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県碧南市 碧南市臨海体育館

11/1 (日) 日立ﾊｲﾃｸ vs JX-ENEOS 香川県高松市 高松市総合体育館 富士通 vs JX-ENEOS 神奈川県平塚市 平塚総合体育館

ｱｲｼﾝAW vs デンソー 香川県高松市 高松市総合体育館 12/13 (日) トヨタ自動車 vs デンソー 大阪府守口市 守口市民体育館

羽田 vs トヨタ自動車 愛知県豊田市 スカイホール豊田 三菱電機 vs シャンソン 福岡県大牟田市 大牟田市民体育館

トヨタ紡織 vs 富士通 長野県佐久市 佐久市総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ紡織 鳥取県米子市 県立米子産業体育館

新潟 vs 三菱電機 新潟県村上市 神林総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs 新潟 愛知県碧南市 碧南市臨海体育館

11/7 (土) JX-ENEOS vs ｱｲｼﾝAW 愛知県蒲郡市 蒲郡市民体育センター 12/19 (土) JX-ENEOS vs トヨタ自動車 福岡県北九州市 北九州市総合体育館

デンソー vs 新潟 新潟県長岡市 シティホールプラザアオーレ長岡 デンソー vs 三菱電機 三重県鈴鹿市 鈴鹿市体育館

トヨタ自動車 vs トヨタ紡織 大阪府八尾市 八尾市立総合体育館 富士通 vs シャンソン 栃木県小山市 栃木県立県南体育館

シャンソン vs 羽田 大阪府八尾市 八尾市立総合体育館 トヨタ紡織 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

三菱電機 vs 日立ﾊｲﾃｸ 愛知県名古屋市 愛知県体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 羽田 東京都大田区 区総合体育館

11/8 (日) ｱｲｼﾝAW vs JX-ENEOS 愛知県蒲郡市 蒲郡市民体育センター 12/20 (日) トヨタ自動車 vs JX-ENEOS 福岡県福岡市 福岡市民体育館

新潟 vs デンソー 新潟県長岡市 アオーレ長岡 三菱電機 vs デンソー 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

トヨタ紡織 vs トヨタ自動車 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 シャンソン vs 富士通 栃木県宇都宮市 宇都宮市体育館

羽田 vs シャンソン 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 ｱｲｼﾝAW vs トヨタ紡織 愛知県 ウィングアリーナ刈谷

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 日立ﾊｲﾃｸ 東京都大田区 区総合体育館

11/13 (金) 富士通 vs 羽田 東京都大田区 区総合体育館

シャンソン vs 日立ﾊｲﾃｸ 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館

11/14 (土) JX-ENEOS vs 新潟 新潟県新潟市 鳥屋野総合体育館

デンソー vs トヨタ紡織 愛知県西尾市 西尾市総合体育館

三菱電機 vs ｱｲｼﾝAW 愛知県安城市 安城市体育館

日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館

11/15 (日) 新潟 vs JX-ENEOS 新潟県新潟市 鳥屋野総合体育館

トヨタ紡織 vs デンソー 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

羽田 vs 富士通OK 東京都練馬区 練馬区光が丘体育館

ｱｲｼﾝAW vs 三菱電機 愛知県安城市 安城市体育館

※試合予定・開催地等は予告なく変更になる場合があります。



 第１７回Ｗリーグ 開催地一覧（2015/6/29現在）

【レギュラーシーズン　2次ラウンド】 【プレーオフ・クォーターファイナル】 ※3戦2先勝方式

1/23 (土) ２位 vs ５位 2/20 (土) １位 vs ８位

３位 vs ４位 ２位 vs ７位

６位 vs １１位 ３位 vs ６位

７位 vs １０位 ４位 vs ５位

８位 vs ９位 2/21 (日) ８位 vs １位

1/24 (日) １位 vs ３位 ７位 vs ２位

４位 vs ５位 ６位 vs ３位

８位 vs ６位 ５位 vs ４位

１１位 vs ７位 2/22 (月) １位 vs ８位

９位 vs １０位 ２位 vs ７位

1/30 (土) １位 vs ５位 ３位 vs ６位

２位 vs ４位 ４位 vs ５位

６位 vs １０位

７位 vs ９位

８位 vs １１位

1/31 (日) ４位 vs １位 【プレーオフ・セミファイナル】 ※3戦2先勝方式

３位 vs ２位 2/27 (土)

９位 vs ６位

８位 vs ７位 2/28 (日)

１０位 vs １１位

2/6 (土) ８位 vs １０位 3/1 (火)

９位 vs １１位

2/7 (日) １位 vs ２位

３位 vs ５位

６位 vs ７位 新潟県長岡市 シティホールプラザアオーレ長岡 【プレーオフ・ファイナル】 ※5戦3先勝方式

3/10 (木) 長野県松本市 松本市総合体育館

3/12 (土) 山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園体育館

3/13 (日) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

3/15 (火) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

3/17 (木) 東京都渋谷区 代々木第二体育館

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game2

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game2

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game3

※クォーターファイナルは3戦2先勝方式のため、2/22(月)は試合が行われない場合があります。

いずれか2試合を
愛知県豊田市・スカイホール豊田

or
鹿児島県いちき串木野市総合体育館

にて実施

いずれか2試合を
愛知県豊田市・スカイホール豊田

or
鹿児島県立体育館

にて実施

いずれか2試合を
愛知県豊田市・スカイホール豊田

or
鹿児島県いちき串木野市総合体育館

にて実施
※1勝1敗の場合のみ実施

秋田県秋田市 秋田県立体育館

東京都渋谷区 代々木第二体育館

大阪府堺市 堺市金岡公園体育館
ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ①  Game1

佐賀県佐賀市 佐賀県総合体育館

愛知県岡崎市 岡崎市立中央総合公園体育館

兵庫県姫路市 姫路市中央体育館

佐賀県佐賀市 佐賀県総合体育館

愛知県岡崎市 岡崎市立中央総合公園体育館

シティホールプラザアオーレ長岡新潟県長岡市

※試合予定・開催地等は予告なく変更になる場合があります。

※ファイナルは5戦3先勝方式のため、3/15(火)・17(木)は試合が行われない場合があります。

東京都渋谷区

ファイナル Game5

代々木第二体育館

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game3

ファイナル Game1

ファイナル Game2

徳島県徳島市 徳島市立体育館

ファイナル Game3

ファイナル Game4

※セミファイナルは3戦2先勝方式のため、3/1(火)は試合が行われない場合があります。

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ②  Game1


