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第1週 東京羽田 vs 山梨QB 10/4 東京都大田区 大田区総合体育館 第5週 東京羽田 vs 日立ﾊｲﾃｸ 12/6 東京都港区 港区スポーツセンター 第8週 JX-ENEOS vs 三菱電機 2/22 岡山県岡山市 ジップアリーナ岡山

JX-ENEOS vs 富士通 10/4 東京都大田区 大田区総合体育館 JX-ENEOS vs ｱｲｼﾝAW 12/7 鳥取県鳥取市
コカ・コーラボトラーズジャパン
スポーツパーク鳥取県民体育館

トヨタ紡織 vs 富士通 2/22 大分県大分市 コンパルホール

10/4(金) 三菱電機 vs シャンソン 10/4 大分県大分市 コンパルホール 12/6(金) 山梨QB vs トヨタ紡織 12/7 山梨県南アルプス市 櫛形総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 2/22 兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館

or トヨタ紡織 vs ﾄﾖﾀ自動車 10/5 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 or 三菱電機 vs 新潟 12/7 愛知県名古屋市 守山スポーツセンター ﾄﾖﾀ自動車 vs ｱｲｼﾝAW 2/22 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 3/21

10/5(土) デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/5 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 12/7(土) デンソー vs 富士通 12/7 三重県津市 安濃中央総合公園内体育館 東京羽田 vs デンソー 2/22 東京都大田区 大田区総合体育館 3/21

or 新潟 vs ｱｲｼﾝAW 10/5 新潟県阿賀野市 阿賀野市水原総合体育館 or ﾄﾖﾀ自動車 vs シャンソン 12/7 長崎県佐世保市 佐世保市体育文化館 新潟 vs 山梨QB 2/22 新潟県五泉市 五泉市村松体育館さくらアリーナ

10/6(日) 東京羽田 vs 山梨QB 10/5 東京都大田区 大田区総合体育館 12/8(日) 東京羽田 vs 日立ﾊｲﾃｸ 12/7 東京都港区 港区スポーツセンター 三菱電機 vs JX-ENEOS 2/23 岡山県岡山市 ジップアリーナ岡山

富士通 vs JX-ENEOS 10/5 東京都大田区 大田区総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs JX-ENEOS 12/8 鳥取県鳥取市
コカ・コーラボトラーズジャパン
スポーツパーク鳥取県民体育館

富士通 vs トヨタ紡織 2/23 大分県大分市 コンパルホール

シャンソン vs 三菱電機 10/5 大分県大分市 コンパルホール 山梨QB vs トヨタ紡織 12/8 山梨県南アルプス市 櫛形総合体育館 日立ﾊｲﾃｸ vs シャンソン 2/23 兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館 3/22

トヨタ紡織 vs ﾄﾖﾀ自動車 10/6 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 三菱電機 vs 新潟 12/8 愛知県名古屋市 守山スポーツセンター ﾄﾖﾀ自動車 vs ｱｲｼﾝAW 2/23 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 3/22

デンソー vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/6 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 富士通 vs デンソー 12/8 三重県名張市 HOS名張アリーナ 東京羽田 vs デンソー 2/23 東京都大田区 大田区総合体育館

新潟 vs ｱｲｼﾝAW 10/6 新潟県阿賀野市 阿賀野市水原総合体育館 シャンソン vs ﾄﾖﾀ自動車 12/8 長崎県大村市 シーハットおおむら 新潟 vs 山梨QB 2/23 新潟県五泉市 五泉市村松体育館さくらアリーナ

第2週 東京羽田 vs ﾄﾖﾀ自動車 10/10 東京都大田区 大田区総合体育館 第6週 ｱｲｼﾝAW vs トヨタ紡織 12/14 兵庫県姫路市 ウインク体育館 第9週 JX-ENEOS vs シャンソン 2/29 千葉県浦安市 浦安市運動公園総合体育館

富士通 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/11 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ JX-ENEOS vs 日立ﾊｲﾃｸ 12/14 兵庫県姫路市 ウインク体育館 富士通 vs ﾄﾖﾀ自動車 2/29 栃木県宇都宮市 宇都宮市体育館 3/28

10/10(木) 東京羽田 vs ﾄﾖﾀ自動車 10/11 東京都大田区 大田区総合体育館 東京羽田 vs 三菱電機 12/14 千葉県八千代市 八千代市市民体育館 三菱電機 vs デンソー 2/29 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 3/28

or 新潟 vs JX-ENEOS 10/12 新潟県新潟市 新潟市東総合スポーツセンター 山梨QB vs 富士通 12/14 宮崎県都城市 早水公園体育文化センター 新潟 vs トヨタ紡織 2/29 新潟県内 調整中 3/29

10/11(金) 山梨QB vs デンソー 10/12 山梨県富士吉田市 富士北麓公園体育館 新潟 vs シャンソン 12/14 新潟県新潟市 新潟市体育館 山梨QB vs 日立ﾊｲﾃｸ 2/29 山梨県山梨市 山梨市民総合体育館 3/29

or シャンソン vs ｱｲｼﾝAW 10/12 山梨県富士吉田市 富士北麓公園体育館 デンソー vs ﾄﾖﾀ自動車 12/14 沖縄県沖縄市 沖縄市体育館 ｱｲｼﾝAW vs 東京羽田 2/29 愛知県安城市 安城市体育館 3/30

10/12(土) 三菱電機 vs トヨタ紡織 10/12 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ トヨタ紡織 vs ｱｲｼﾝAW 12/15 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 JX-ENEOS vs シャンソン 3/1 千葉県浦安市 浦安市運動公園総合体育館 3/30

or 富士通 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/12 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ 日立ﾊｲﾃｸ vs JX-ENEOS 12/15 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 富士通 vs ﾄﾖﾀ自動車 3/1 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館
※2先勝方式のため、3/30（月）の第3戦は行われない場合があります。

10/13(日) 新潟 vs JX-ENEOS 10/13 新潟県内 調整中 三菱電機 vs 東京羽田 12/15 千葉県八千代市 八千代市市民体育館 デンソー vs 三菱電機 3/1 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館

山梨QB vs デンソー 10/13 山梨県富士吉田市 富士北麓公園体育館 山梨QB vs 富士通 12/15 宮崎県宮崎市 宮崎県体育館 新潟 vs トヨタ紡織 3/1 新潟県内 調整中

ｱｲｼﾝAW vs シャンソン 10/13 山梨県富士吉田市 富士北麓公園体育館 新潟 vs シャンソン 12/15 新潟県新潟市 新潟市体育館 山梨QB vs 日立ﾊｲﾃｸ 3/1 山梨県山梨市 山梨市民総合体育館

三菱電機 vs トヨタ紡織 10/13 愛知県内 調整中 ﾄﾖﾀ自動車 vs デンソー 12/15 沖縄県沖縄市 沖縄市体育館 ｱｲｼﾝAW vs 東京羽田 3/1 愛知県安城市 安城市体育館 4/4

第3週 富士通 vs 三菱電機 10/18 神奈川県横須賀市 横須賀アリーナ 第7週 JX-ENEOS vs トヨタ紡織 12/21 滋賀県大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 第10週 富士通 vs 新潟 3/6 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ 4/5

新潟 vs 東京羽田 10/18 新潟県内 調整中 日立ﾊｲﾃｸ vs 三菱電機 12/21 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園総合体育館 東京羽田 vs トヨタ紡織 3/6 4/6

10/18(金) シャンソン vs トヨタ紡織 10/18 静岡県浜松市 引佐総合体育館 富士通 vs ｱｲｼﾝAW 12/21 北海道旭川市 旭川市総合体育館 3/6(金) JX-ENEOS vs ﾄﾖﾀ自動車 3/7 福岡県北九州市 北九州市立総合体育館
※2先勝方式のため、4/6（月）の第3戦は行われない場合があります。

or 山梨QB vs JX-ENEOS 10/19 山梨県南都留郡忍野村 忍野中学校体育館 山梨QB vs ﾄﾖﾀ自動車 12/21 山梨県甲斐市 甲斐市敷島体育館 or シャンソン vs デンソー 3/7 静岡県藤枝市 静岡県武道館

10/19(土) デンソー vs ｱｲｼﾝAW 10/19 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 東京羽田 vs シャンソン 12/21 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 3/7(土) 山梨QB vs 三菱電機 3/7 山梨県甲府市 甲府市総合市民会館（山の都アリーナ）

or ﾄﾖﾀ自動車 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/19 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 新潟 vs デンソー 12/21 愛媛県今治市 今治市営中央体育館 or 日立ﾊｲﾃｸ vs ｱｲｼﾝAW 3/7 青森県青森市 マエダアリーナ

10/20(日) 富士通 vs 三菱電機 10/19 神奈川県横須賀市 横須賀アリーナ トヨタ紡織 vs JX-ENEOS 12/22 滋賀県大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 3/8(日) 富士通 vs 新潟 3/7 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ 　【第２１回大会　競技形式】

新潟 vs 東京羽田 10/19 新潟県内 調整中 日立ﾊｲﾃｸ vs 三菱電機 12/22 茨城県日立市 池の川さくらアリーナ 東京羽田 vs トヨタ紡織 3/7 東京都大田区 大田区総合体育館

シャンソン vs トヨタ紡織 10/19 静岡県浜松市 引佐総合体育館 富士通 vs ｱｲｼﾝAW 12/22 北海道旭川市 旭川市総合体育館 ﾄﾖﾀ自動車 vs JX-ENEOS 3/8 福岡県福岡市 福岡市民体育館

山梨QB vs JX-ENEOS 10/20 山梨県南都留郡忍野村 忍野中学校体育館 山梨QB vs ﾄﾖﾀ自動車 12/22 山梨県甲斐市 甲斐市敷島体育館 シャンソン vs デンソー 3/8 静岡県藤枝市 静岡県武道館 【 ２０１９年１０月４日（金）～２０２０年３月１５日（日） 】

デンソー vs ｱｲｼﾝAW 10/20 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 シャンソン vs 東京羽田 12/22 香川県高松市 高松市総合体育館 山梨QB vs 三菱電機 3/8 山梨県甲府市 甲府市総合市民会館（山の都アリーナ） １２チームによる２回戦総当たり方式 

日立ﾊｲﾃｸ vs ﾄﾖﾀ自動車 10/20 千葉県成田市 成田市中台運動公園体育館 デンソー vs 新潟 12/22 香川県高松市 高松市総合体育館 ｱｲｼﾝAW vs 日立ﾊｲﾃｸ 3/8 青森県青森市 マエダアリーナ （合計　１３２試合　　チームあたり　２２試合）

第4週 東京羽田 vs JX-ENEOS 10/26 埼玉県久喜市 毎日興業アリーナ久喜 第11週 JX-ENEOS vs デンソー 3/14 熊本県熊本市 熊本県立総合体育館 　　　　　　　　　　

ｱｲｼﾝAW vs 山梨QB 10/26 愛知県安城市 安城市体育館 ﾄﾖﾀ自動車 vs 新潟 3/14 愛知県豊田市 スカイホール豊田

新潟 vs 日立ﾊｲﾃｸ 10/26 福岡県久留米市 久留米アリーナ シャンソン vs 山梨QB 3/14 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 ①セミクォーターファイナル　【 ２０２０年３月２１日（土） 】

デンソー vs トヨタ紡織 10/26 石川県七尾市 七尾総合市民体育館 富士通 vs 東京羽田 3/14 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 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　

ﾄﾖﾀ自動車 vs 三菱電機 10/26 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター ｱｲｼﾝAW vs 三菱電機 3/14 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 ②クォーターファイナル　 　　【 ２０２０年３月２２日（日） 】

富士通 vs シャンソン 10/26 神奈川県横浜市 横浜文化体育館 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 3/14 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 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

東京羽田 vs JX-ENEOS 10/27 東京都大田区 大田区総合体育館 デンソー vs JX-ENEOS 3/15 熊本県熊本市 熊本県立総合体育館 勝者２チームよる１戦先勝方式

ｱｲｼﾝAW vs 山梨QB 10/27 愛知県安城市 安城市体育館 ﾄﾖﾀ自動車 vs 新潟 3/15 愛知県豊田市 スカイホール豊田 ③セミファイナル　　　　 　　　【 ２０２０年３月２８日（土）～３０日（月） 】

日立ﾊｲﾃｸ vs 新潟 10/27 福岡県大牟田市 大牟田市民体育館 山梨QB vs シャンソン 3/15 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 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

トヨタ紡織 vs デンソー 10/27 石川県七尾市 七尾総合市民体育館 富士通 vs 東京羽田 3/15 神奈川県平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 勝者２チームによる２戦先勝方式

三菱電機 vs ﾄﾖﾀ自動車 10/27 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター ｱｲｼﾝAW vs 三菱電機 3/15 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 ④ファイナル　　　　　　　　　　【 ２０２０年４月４日（土）～６日（月） 】

シャンソン vs 富士通 10/27 埼玉県春日部市 ウイング・ハット春日部 トヨタ紡織 vs 日立ﾊｲﾃｸ 3/15 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 セミファイナルの勝者２チームによる２戦先勝方式

大田区総合体育館ファイナル  第2戦

12/21(土)

大田区総合体育館

10/27(日) 3/15(日)

ファイナル  第3戦

12/22(日)
　　《レギュラーシーズン》

10/26(土) 3/14(土)

　　《プレーオフ》

調整中

12/14(土) 2/29(土)

セミファイナル①　第1戦

東京都大田区

セミファイナル②　第1戦

セミファイナル①　第2戦

セミファイナル②　第2戦

セミファイナル①　第3戦

12/15(日) 3/1(日)

セミファイナル②　第3戦

ファイナル（２戦先勝方式）

ファイナル  第1戦

東京都大田区

2/23(日)

クォーターファイナル（１戦先勝方式）

クォーターファイナル①
秋田県秋田市 秋田県立体育館

クォーターファイナル②

セミファイナル（２戦先勝方式）

第21回Wリーグ　競技日程
レギュラーシーズン プレーオフ

2/22(土)

セミクォーターファイナル　（１戦先勝方式）

セミクォーターファイナル①
秋田県秋田市 秋田県立体育館

セミクォーターファイナル②

サマーキャンプ２０１９ ｉｎ 大村

日程 2019年7月13日（土）～15日（月祝）

会場 シーハットおおむら（長崎県大村市）

優　勝

6位 7位1位 4位 5位 8位 2位 3位

3/213/21

3/22 3/22

3/28・29・(30) 3/28・29・(30)

4/4・5・(6)

～Wリーグ期間中の国内・国際大会日程～

■2019年11月11日～11月21日

FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournaments 2019

■2019年11月30日～12月1日

第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会（2次ラウンド）

■2020年1月9日～1月12日

第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会（ファイナルラウンド）

■2020年2月3日～2月13日

FIBA Women's Olympic Qualifying Tournaments 2020

更新箇所は赤文字


