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2018年 3月 11日 

報道関係各位 

第 19回Ｗリーグ レギュラーシーズン最終順位発表！ 

プレーオフ クォーターファイナル対戦カード決定！ 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はW リーグの活動に対して格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、W リーグは本日 2018年 3月 11日（日）の試合をもちまして、レギュラーシーズン 198試合が無事終了いたしました。 
「第 19回Ｗリーグ プレーオフ」は、2018年 3月 17日（土）より開始いたします。 

敬具 
 

第 19回Ｗリーグ レギュラーシーズン最終順位 
順位 チーム名 勝敗 備考 

☆１位 JX-ENEOS ３２勝 １敗  

☆２位 デンソー ２６勝 ７敗 当該チーム間の対戦成績により決定 
（デンソー２勝、トヨタ自動車１勝） ☆３位 トヨタ自動車 ２６勝 ７敗 

☆４位 シャンソン化粧品 ２２勝１１敗 当該チーム間の対戦成績により決定 
（シャンソン２勝、富士通１勝） ☆５位 富士通 ２２勝１１敗 

☆６位 三菱電機 １９勝１４敗  

☆７位 トヨタ紡織 １７勝１６敗  

☆８位 日立ハイテク １３勝２０敗  

９位 アイシン AW  ９勝２４敗 当該チーム間の対戦成績により決定 
（アイシン AW２勝、東京羽田１勝） １０位 東京羽田  ９勝２４敗 

１１位 山梨  ３勝３０敗  

１２位 新潟  ０勝３３敗  

☆・・・プレーオフ進出  
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第１９回Ｗリーグ プレーオフ 実施要項  

１．競技方法  

【クォーターファイナル 2018 年 3 月 17 日(土)～3 月 18 日(日)】 

レギュラーシーズン上位 8 チームによるトーナメント方式（一戦先勝方式） 

 

【セミファイナル 2018 年 3 月 24 日(土)】 

クォーターファイナル勝者 4 チームによるトーナメント方式（一戦先勝方式）  

 

【3 位決定戦 2018 年 3 月 25 日(日)】 

セミファイナル敗者 2 チームによる（一戦先勝方式） 

 

【ファイナル 2018 年 3 月 25 日(日)】 

セミファイナル勝者 2 チームによる（一戦先勝方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．競技日程 
１．競技方法  

【クォーターファイナル】  ※レギュラーシーズン上位８チームによるトーナメント方式（一戦先勝方式） 

＜2018 年 3 月 17 日(土)＞                  

13:00 シャンソン (4 位) ｖｓ 富士通(5 位) 秋田県立体育館 

秋田県秋田市八橋運動公園 1-12 15:00 JX-ENEOS(1 位) ｖｓ 日立ハイテク(8 位) 

 

＜2018 年 3 月 18 日(日)＞                  

13:00 トヨタ自動車(3 位) ｖｓ 三菱電機(6 位) 秋田県立体育館 

秋田県秋田市八橋運動公園 1-12 15:00 デンソー(2 位)   ｖｓ トヨタ紡織(7 位) 

 

 

 

日立ハイテク 

3月 25日(日) 大阪市中央体育館 

3月 17日(土)、18日(日) 秋田県立体育館 

3月 24日(土) 大阪市中央体育館 

3/17 3/17 3/18 3/18 

※プレーオフは 1戦先勝方式となります。 富士通 シャンソン トヨタ自動車 三菱電機 デンソー トヨタ紡織 
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【セミファイナル】  ※クォーターファイナル勝者４チームによるトーナメント方式（一戦先勝方式） 

＜2018 年 3 月 24 日(土)＞                  

14:00 2 位・7 位の勝者 ｖｓ 3 位・6 位の勝者 大阪市中央体育館 

大阪府大阪市港区田中 3-1-40 
NHK-BS1 にて生中継予定 

16:00 1 位・8 位の勝者 ｖｓ 4 位・5 位の勝者 

 

【３位決定戦】  ※セミファイナル敗者２チームによる（一戦先勝方式） 

＜2018 年 3 月 24 日(土)＞                  

13:00 

1 位・8 位 vs 4 位・5 位の敗者 

vs 

2 位・7 位 vs 3 位・6 位の敗者 

大阪市中央体育館 

大阪府大阪市港区田中 3-1-40 

 

【ファイナル】  ※セミファイナル勝者２チームによる（一戦先勝方式） 

＜2018 年 3 月 25 日(日)＞                  

15:00 

1 位・8 位 vs 4 位・5 位の勝者 

vs 

2 位・7 位 vs 3 位・6 位の勝者 

大阪市中央体育館 

大阪府大阪市港区田中 3-1-40 
NHK-BS1 にて生中継予定 
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