
2018.4.10現在

第1週 JX-ENEOS vs 山梨 10/20 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 第5週 東京羽田 vs JX-ENEOS 11/17 東京都大田区 大田区総合体育館 第8週 トヨタ紡織 vs デンソー 1/18 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷

新潟 vs トヨタ 10/20 新潟県阿賀野市 阿賀野市水原総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs トヨタ紡織 11/17 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 JX-ENEOS vs 富士通 1/19 北海道旭川市 旭川市総合体育館

デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/20 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 日立ﾊｲﾃｸ vs 三菱電機 11/17 山口県周南市 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 1/18(金) 三菱電機 vs シャンソン 1/19 長野県佐久市 佐久市総合体育館

ｱｲｼﾝAW vs シャンソン 10/20 広島県広島市 マエダハウジング東区スポーツセンター 新潟 vs 富士通 11/17 新潟県長岡市 栃尾体育館 or 東京羽田 vs トヨタ 1/19 東京都大田区 大田区総合体育館

東京羽田 vs 富士通 10/20 山梨 vs シャンソン 11/17 山梨県南都留郡 忍野中学校体育館 1/19(土) ｱｲｼﾝAW vs 山梨 1/19 愛知県碧南市 碧南市臨海体育館

トヨタ紡織 vs 三菱電機 10/20 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 トヨタ vs デンソー 11/17 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 or 日立ﾊｲﾃｸ vs 新潟 1/19 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館

JX-ENEOS vs 山梨 10/21 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 東京羽田 vs JX-ENEOS 11/18 東京都大田区 大田区総合体育館 1/20(日) デンソー vs トヨタ紡織 1/19 愛知県西尾市 西尾市総合体育館

新潟 vs トヨタ 10/21 新潟県阿賀野市 阿賀野市水原総合体育館 トヨタ紡織 vs ｱｲｼﾝAW 11/18 香川県高松市 高松市総合体育館 富士通 vs JX-ENEOS 1/20 北海道旭川市 旭川市総合体育館

デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/21 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 11/18 山口県周南市 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター シャンソン vs 三菱電機 1/20 長野県佐久市 佐久市総合体育館

ｱｲｼﾝAW vs シャンソン 10/21 広島県広島市 マエダハウジング東区スポーツセンター 新潟 vs 富士通 11/18 新潟県長岡市 栃尾体育館 東京羽田 vs トヨタ 1/20 東京都大田区 大田区総合体育館

東京羽田 vs 富士通 10/21 山梨 vs シャンソン 11/18 山梨県南都留郡 忍野中学校体育館 ｱｲｼﾝAW vs 山梨 1/20 愛知県碧南市 碧南市臨海体育館

トヨタ紡織 vs 三菱電機 10/21 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 デンソー vs トヨタ 11/18 香川県高松市 高松市総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 新潟 1/20 茨城県土浦市 霞ヶ浦総合体育館

第2週 新潟 vs JX-ENEOS 10/26 新潟県上越市 リージョンプラザ上越 第6週 JX-ENEOS vs トヨタ紡織 12/8 長崎県長崎市 長崎県立総合体育館 第9週 JX-ENEOS vs シャンソン 1/26 大阪府堺市 金岡公園体育館

山梨 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/27 山梨県北杜市 北杜市高根体育館 東京羽田 vs 三菱電機 12/8 東京都葛飾区 葛飾区水元総合スポーツセンター 富士通 vs デンソー 1/26 大阪府堺市 金岡公園体育館

10/26(金) トヨタ vs ｱｲｼﾝAW 10/27 愛知県豊田市 スカイホール豊田 ｱｲｼﾝAW vs 富士通 12/8 鳥取県米子市 鳥取県立米子産業体育館 トヨタ vs 三菱電機 1/26 愛知県豊田市 スカイホール豊田

or デンソー vs 東京羽田 10/27 北海道北見市 北海道立北見体育センター 日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 12/8 福岡県大牟田市 大牟田市民体育館 トヨタ紡織 vs 山梨 1/26 愛知県豊田市 スカイホール豊田

10/27(土) シャンソン vs トヨタ紡織 10/27 愛媛県東温市 ツインドーム重信 新潟 vs デンソー 12/8 秋田県横手市 横手市増田体育館 新潟 vs 東京羽田 1/26 新潟県糸魚川市 糸魚川市民総合体育館

or 富士通 vs 三菱電機 10/27 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ 山梨 vs トヨタ 12/8 山梨県甲斐市 甲斐市敷島体育館 ｱｲｼﾝAW vs 日立ﾊｲﾃｸ 1/26 愛知県安城市 安城市体育館

10/28(日) 新潟 vs JX-ENEOS 10/27 新潟県上越市 リージョンプラザ上越 トヨタ紡織 vs JX-ENEOS 12/9 長崎県大村市 シーハットおおむら シャンソン vs JX-ENEOS 1/27 兵庫県姫路市 ウインク体育館

山梨 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/28 山梨県北杜市 北杜市高根体育館 東京羽田 vs 三菱電機 12/9 東京都葛飾区 葛飾区水元総合スポーツセンター デンソー vs 富士通 1/27 兵庫県姫路市 ウインク体育館
※2先勝方式のため、2/25（月）の第3戦は行われない場合があります。

ｱｲｼﾝAW vs トヨタ 10/28 愛知県安城市 安城市体育館 富士通 vs ｱｲｼﾝAW 12/9 鳥取県鳥取市
コカ・コーラウエストスポーツパーク
鳥取県民体育館

トヨタ vs 三菱電機 1/27 愛知県豊田市 スカイホール豊田

東京羽田 vs デンソー 10/28 北海道北見市 北海道立北見体育センター 日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 12/9 福岡県大牟田市 大牟田市民体育館 トヨタ紡織 vs 山梨 1/27 愛知県豊田市 スカイホール豊田

トヨタ紡織 vs シャンソン 10/28 愛媛県東温市 ツインドーム重信 デンソー vs 新潟 12/9 秋田県秋田市 秋田県立体育館 新潟 vs 東京羽田 1/27 新潟県糸魚川市 糸魚川市民総合体育館

富士通 vs 三菱電機 10/28 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ 山梨 vs トヨタ 12/9 山梨県甲斐市 甲斐市敷島体育館 ｱｲｼﾝAW vs 日立ﾊｲﾃｸ 1/27 愛知県安城市 安城市体育館 3/2

第3週 JX-ENEOS vs 日立ﾊｲﾃｸ 11/3 青森県三沢市 三沢市国際交流スポーツセンター 第7週 JX-ENEOS vs 三菱電機 12/15 大阪府堺市 金岡公園体育館 第10週 JX-ENEOS vs デンソー 2/2 千葉県流山市 キッコーマンアリーナ 3/3

ｱｲｼﾝAW vs 新潟 11/3 愛知県蒲郡市 蒲郡市民体育センター 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ 12/15 大阪府堺市 金岡公園体育館 シャンソン vs トヨタ 2/2 長野県松本市 松本市総合体育館 3/4

山梨 vs 東京羽田 11/3 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市 櫛形総合体育館 富士通 vs トヨタ紡織 12/15 神奈川県川崎市
カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）

富士通 vs 山梨 2/2 神奈川県秦野市 秦野市総合体育館
※2先勝方式のため、3/4（月）の第3戦は行われない場合があります。

トヨタ vs トヨタ紡織 11/3 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター 東京羽田 vs シャンソン 12/15 鹿児島県指宿市 指宿総合体育館 三菱電機 vs 新潟 2/2 高知県高知市 春野総合運動公園体育館

デンソー vs 三菱電機 11/3 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター デンソー vs ｱｲｼﾝAW 12/15 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 2/2 高知県高知市 春野総合運動公園体育館

富士通 vs シャンソン 11/3 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 山梨 vs 新潟 12/15 山梨県山梨市 山梨市民総合体育館 東京羽田 vs ｱｲｼﾝAW 2/2 東京都大田区 大田区総合体育館 　【第２０回大会　競技形式】

日立ﾊｲﾃｸ vs JX-ENEOS 11/4 青森県三沢市 三沢市国際交流スポーツセンター 三菱電機 vs JX-ENEOS 12/16 大阪府堺市 金岡公園体育館 JX-ENEOS vs デンソー 2/3 千葉県流山市 キッコーマンアリーナ

ｱｲｼﾝAW vs 新潟 11/4 愛知県蒲郡市 蒲郡市民体育センター トヨタ vs 日立ﾊｲﾃｸ 12/16 大阪府堺市 金岡公園体育館 トヨタ vs シャンソン 2/3 長野県長野市 長野総合運動公園体育館

山梨 vs 東京羽田 11/4 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市 櫛形総合体育館 富士通 vs トヨタ紡織 12/16 神奈川県川崎市
カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）

富士通 vs 山梨 2/3 神奈川県秦野市 秦野市総合体育館 【 ２０１８年１０月２０日（土）～２０１９年２月１０日（日） 】

トヨタ vs トヨタ紡織 11/4 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター シャンソン vs 東京羽田 12/16 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県総合体育センター体育館 新潟 vs 三菱電機 2/3 高知県高知市 春野総合運動公園体育館 １２チームによる２回戦総当たり方式 

三菱電機 vs デンソー 11/4 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター デンソー vs ｱｲｼﾝAW 12/16 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 日立ﾊｲﾃｸ vs トヨタ紡織 2/3 高知県高知市 春野総合運動公園体育館 　　　　　　　　　　

富士通 vs シャンソン 11/4 栃木県小山市 栃木県立県南体育館 山梨 vs 新潟 12/16 山梨県山梨市 山梨市民総合体育館 東京羽田 vs ｱｲｼﾝAW 2/3 東京都大田区 大田区総合体育館

第4週 JX-ENEOS vs ｱｲｼﾝAW 11/10 秋田県由利本荘市 由利本荘アリーナ 第11週 JX-ENEOS vs トヨタ 2/9 埼玉県所沢市 所沢市民体育館 ①セミクォーターファイナル　【 ２０１９年２月１６日（土） 】

東京羽田 vs 日立ﾊｲﾃｸ 11/10 東京都大田区 大田区総合体育館 デンソー vs 山梨 2/9 長野県伊那市 伊那市民体育館 レギュラーシーズンの５位～８位チームによる１戦先勝方式　

新潟 vs トヨタ紡織 11/10 新潟県五泉市 五泉市総合会館 新潟 vs シャンソン 2/9 新潟県新潟市 秋葉区総合体育館 ②クォーターファイナル　 　　【 ２０１９年２月１７日（日） 】

山梨 vs 三菱電機 11/10 山梨県富士吉田市 鐘山スポーツセンター総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 富士通 2/9 兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館 レギュラーシーズンの３位・４位とセミクォーターファイナルの勝者

トヨタ vs 富士通 11/10 福岡県北九州市 北九州市立総合体育館 三菱電機 vs ｱｲｼﾝAW 2/9 宮城県白石市
ホワイトキューブ
（白石市民文化体育活動センター）

２チームよる１戦先勝方式

デンソー vs シャンソン 11/10 奈良県橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良 東京羽田 vs トヨタ紡織 2/9 東京都大田区 大田区総合体育館 ③セミファイナル　　　　 　　　【 ２０１９年２月２３日（土）～２月２５日（月） 】

ｱｲｼﾝAW vs JX-ENEOS 11/11 秋田県秋田市 秋田県立体育館 トヨタ vs JX-ENEOS 2/10 埼玉県所沢市 所沢市民体育館 レギュラーシーズンの１位・２位とクォーターファイナルの勝者

日立ﾊｲﾃｸ vs 東京羽田 11/11 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館 山梨 vs デンソー 2/10 長野県伊那市 伊那市民体育館 ２チームによる２戦先勝方式

新潟 vs トヨタ紡織 11/11 新潟県五泉市 五泉市総合会館 新潟 vs シャンソン 2/10 新潟県新潟市 秋葉区総合体育館 ④ファイナル　　　　　　　　　　【 ２０１９年３月２日（土）～４日（月） 】

山梨 vs 三菱電機 11/11 山梨県富士吉田市 鐘山スポーツセンター総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs 富士通 2/10 兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館 セミファイナルの勝者２チームによる２戦先勝方式

富士通 vs トヨタ 11/11 福岡県飯塚市 飯塚第一体育館 ｱｲｼﾝAW vs 三菱電機 2/10 宮城県白石市
ホワイトキューブ
（白石市民文化体育活動センター）

シャンソン vs デンソー 11/11 大阪府大阪市 府民共済SUPERアリーナ 東京羽田 vs トヨタ紡織 2/10 東京都大田区 大田区総合体育館

レギュラーシーズン

　　《レギュラーシーズン》

　　《プレーオフ》

東京都大田区

ファイナル  第3戦

セミクォーターファイナル②

ファイナル  第2戦

2/25

2/23

愛知県豊田市

セミクォーターファイナル　（１戦先勝方式）

プレーオフ

ファイナル  第1戦

2/24

11/11(日)

セミクォーターファイナル①

クォーターファイナル②

クォーターファイナル①

調整中

調整中

セミファイナル①　第1戦

セミファイナル②　第3戦

セミファイナル①　第3戦

セミファイナル②　第2戦

セミファイナル①　第2戦

セミファイナル②　第1戦

11/4(日)

11/3(土)

11/10(土)

大田区総合体育館
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1/27(日)

1/26(土)

2/10(日)

2/9(土)

2/3(日)

2/2(土)

11/17(土)

11/18(日)

12/9(日)

12/8(土)

12/16(日)

12/15(土)

10/20(土)

10/21(日)

秋田県秋田市 秋田県立体育館

クォーターファイナル（１戦先勝方式）

セミファイナル（２戦先勝方式）

ファイナル（２戦先勝方式）

秋田県立体育館

スカイホール豊田

2/16

秋田県秋田市2/17

6位 7位1位 4位 5位 8位 2位 3位

優　勝

2/162/16

2/17 2/17

2/23・24・(25) 2/23・24・(25)

3/2・3・(4)


