
曜日 時間 主管 開催地 曜日 時間 主管 開催地

13:00 富士通 vs 山梨QB 未定 シャンソン vs アイシン W 静岡市中央体育館

15:00 デンソー vs 東京羽田 未定 トヨタ紡織 vs 秋田 W/愛知 スカイホール豊田

13:00 富士通 vs 山梨QB 未定 シャンソン vs アイシン W 静岡市中央体育館

15:00 デンソー vs 東京羽田 未定 トヨタ紡織 vs 秋田 W/愛知 スカイホール豊田

13:30 トヨタ紡織 vs 日立ハイテク 17:00 新潟 vs アランマーレ秋田 新潟 村松さくらアリーナ

16:00 シャンソン vs 三菱電機 13:00 東京羽田 vs 三菱電機 東京羽田 大田区総合体育館

19:00 トヨタ自動車 vs ENEOS 13:00 トヨタ紡織 vs アイシン

12:00 トヨタ紡織 vs 日立ハイテク 15:30 デンソー vs 山梨QB

14:30 シャンソン vs 三菱電機 12:00 シャンソン vs 日立ハイテク

17:00 トヨタ自動車 vs ENEOS 15:00 富士通 vs トヨタ自動車

17:00 山梨QB vs アランマーレ秋田 13:00 新潟 vs アランマーレ秋田 新潟 村松さくらアリーナ

19:00 東京羽田 vs 新潟 15:00 東京羽田 vs 三菱電機 東京羽田 大田区総合体育館

13:00 シャンソン vs トヨタ紡織 13:00 トヨタ紡織 vs アイシン

15:00 日立ハイテク vs ENEOS 15:30 デンソー vs 山梨QB

15:00 東京羽田 vs 新潟 12:00 シャンソン vs 日立ハイテク

17:00 山梨QB vs アランマーレ秋田 15:00 富士通 vs トヨタ自動車

13:00 三菱電機 vs 富士通 未定 東京羽田 vs 日立ハイテク

15:30 アイシン vs トヨタ自動車 未定 トヨタ自動車 vs デンソー

13:00 シャンソン vs トヨタ紡織 未定 富士通 vs ENEOS

15:00 日立ハイテク vs ENEOS 未定 山梨QB vs 三菱電機 山梨 甲府市市民総合会館

13:00 三菱電機 vs 富士通 未定 東京羽田 vs 日立ハイテク

15:30 アイシン vs トヨタ自動車 未定 トヨタ自動車 vs デンソー

13:00 アランマーレ秋田 vs 東京羽田 アランマーレ 秋田ナイスアリーナ 未定 富士通 vs ENEOS

17:00 新潟 vs シャンソン 新潟 阿賀野市水原体育館 未定 山梨QB vs 三菱電機 山梨 甲府市市民総合会館

13:30 山梨QB vs アイシン 山梨QB 忍野中学校体育館 未定 日立ハイテク vs 山梨QB

15:00 富士通 vs デンソー W/神奈川 小田原アリーナ 未定 デンソー vs ENEOS

13:00 日立ハイテク vs トヨタ自動車 未定 三菱電機 vs トヨタ自動車

15:30 三菱電機 vs ENEOS 未定 日立ハイテク vs 山梨QB

13:00 アランマーレ秋田 vs 東京羽田 アランマーレ 秋田ナイスアリーナ 未定 デンソー vs ENEOS

13:00 新潟 vs シャンソン 新潟 阿賀野市水原体育館 未定 三菱電機 vs トヨタ自動車

13:30 山梨QB vs アイシン 山梨QB 忍野中学校体育館 3月19日 土 未定

14:00 富士通 vs デンソー W/神奈川 小田原アリーナ 3月20日 日 未定

13:00 日立ハイテク vs トヨタ自動車

15:30 三菱電機 vs ENEOS

13:00 トヨタ紡織 vs 新潟 4月9日 土 未定

15:30 シャンソン vs アランマーレ秋田 4月10日 日 未定

13:00 東京羽田 vs アイシン 東京羽田 大田区総合体育館 4月11日 月 未定

13:00 トヨタ紡織 vs 新潟 4月16日 土 未定

15:30 シャンソン vs アランマーレ秋田 4月17日 日 未定

15:00 東京羽田 vs アイシン 東京羽田 大田区総合体育館 4月18日 月 未定

第23回Wリーグ 大会スケジュール（2022年1月以降）

国立代々木第二体育館

W

国立代々木第二体育館W

セミファイナル

ファイナル

クォーターファイナル

国立代々木第二体育館

第1５週

※第1３週

振替

第16週

※第1２週

振替

3月5日

3月6日

W
土

日

土

日

日

第1３週

国立代々木第二体育館

3月12日

2月19日 土

2月20日

W/愛知 ウィングアリーナ刈谷

第1８週

第1９週

W

W

第1７週 W

W/兵庫 尼崎市ベイコム総合体育館

W/愛知 ウィングアリーナ刈谷

国立代々木第一体育館
W/岩手 北上総合運動公園

第12週

1月22日 土

1月23日 日

W/岩手 北上総合運動公園

W/愛知 パークアリーナ小牧

W/愛知 パークアリーナ小牧

W

1月16日 日

第11週

1月15日 土

3月13日

大田区総合体育館

W/兵庫 尼崎市ベイコム総合体育館

1月3日 月 W

W/愛知 愛知稲永スポーツセンター

1月9日 日

Ｗ 国立代々木第二体育館

W/愛知 愛知稲永スポーツセンター

東京羽田 大田区総合体育館1月8日 土

Ｗ 国立代々木第二体育館

対戦カード 日程 対戦カード

第14週

2月26日 土

第9週

日程

1月2日 日 W

2月27日 日

1月1日 土 W

国立代々木第二体育館

1月4日 火 W

第10週

1月7日 金 東京羽田


