
現在

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間 開始時間

大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs VC長野 V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs FC東京 V.TV
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場市民体育館） 13:00 サントリー vs WD名古屋 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 14:00 ジェイテクト vs 東レ DAZN
大分 大分市 昭和電工武道スポーツセンター（大分県立武道スポーツセンター） 14:00 大分三好 vs JT広島 V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs VC長野 V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs FC東京 V.TV
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場市民体育館） 13:00 サントリー vs WD名古屋 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 13:00 ジェイテクト vs 東レ DAZN
大分 大分市 昭和電工武道スポーツセンター（大分県立武道スポーツセンター） 13:00 大分三好 vs JT広島 V.TV

23 金 長野 松本市 松本市総合体育館 19:30 VC長野 vs ジェイテクト V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 15:30 VC長野 vs ジェイテクト V.TV
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 13:00 東レ vs WD名古屋 V.TV
広島 広島市 猫田記念体育館 14:00 JT広島 vs FC東京 V.TV
大阪 箕面市 サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:05 サントリー vs 堺 16:00 パナソニック vs 大分三好 V.TV/GAORA
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 13:00 東レ vs WD名古屋 V.TV
広島 広島市 猫田記念体育館 13:00 JT広島 vs FC東京 V.TV
大阪 箕面市 サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:05 サントリー vs 堺 16:00 パナソニック vs 大分三好 V.TV/GAORA
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 15:00 ジェイテクト vs パナソニック V.TV
長野 岡谷市 岡谷市民総合体育館 11:00 FC東京 vs 大分三好 14:00 VC長野 vs サントリー DAZN
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 13:00 WD名古屋 vs 堺 15:30 JT広島 vs 東レ V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 14:00 ジェイテクト vs パナソニック V.TV
長野 岡谷市 岡谷市民総合体育館 11:00 FC東京 vs 大分三好 14:00 VC長野 vs サントリー DAZN
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 12:00 WD名古屋 vs 堺 14:30 JT広島 vs 東レ V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 13:00 WD名古屋 vs VC長野 V.TV
滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 12:05 東レ vs FC東京 15:05 （　東レ vs 久光　） DAZN/GAORA
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs サントリー V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 15:00 ジェイテクト vs 大分三好 V.TV

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 13:00 堺 vs JT広島 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 12:00 WD名古屋 vs VC長野 V.TV
滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 12:05 東レ vs FC東京 15:05 （　東レ vs 日立　） DAZN/GAORA
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs サントリー V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 14:00 ジェイテクト vs 大分三好 V.TV

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 13:00 堺 vs JT広島 V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 堺 V.TV
大阪 箕面市 サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs ジェイテクト V.TV
島根 松江市 松江市総合体育館 14:00 JT広島 vs VC長野 V.TV
東京 墨田区 墨田区総合体育館 14:00 FC東京 vs WD名古屋 17:00 東レ vs 大分三好 DAZN
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 堺 V.TV
大阪 箕面市 サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs ジェイテクト V.TV
島根 松江市 松江市総合体育館 13:00 JT広島 vs VC長野 V.TV
東京 墨田区 墨田区総合体育館 13:00 FC東京 vs WD名古屋 16:00 東レ vs 大分三好 DAZN

27 金 大阪 大阪市 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 19:00 サントリー vs JT広島 V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs パナソニック V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 13:00 WD名古屋 vs 大分三好 V.TV
大阪 大阪市 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 15:00 サントリー vs JT広島 V.TV
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 13:00 東レ vs 堺 16:00 ジェイテクト vs FC東京 V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs パナソニック V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 12:00 WD名古屋 vs 大分三好 V.TV
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 12:00 東レ vs 堺 15:00 ジェイテクト vs FC東京 V.TV

4 金 愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 19:20 ジェイテクト vs WD名古屋 V.TV/GAORA
東京 世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 14:00 FC東京 vs VC長野 V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 15:35 ジェイテクト vs WD名古屋 V.TV/GAORA
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 大分三好 V.TV
大阪 箕面市 【中止】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 中止 サントリー vs 東レ V.TV
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 14:00 JT広島 vs パナソニック V.TV
東京 世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 14:00 FC東京 vs VC長野 V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 大分三好 V.TV
大阪 箕面市 【中止】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 中止 サントリー vs 東レ V.TV
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 12:00 JT広島 vs パナソニック V.TV

8 金 長野 伊那市 【中止】エレコム・ロジテックアリーナ（伊那市民体育館） 中止 VC長野 vs 堺 V.TV
長野 伊那市 【中止】エレコム・ロジテックアリーナ（伊那市民体育館） 中止 VC長野 vs 堺 V.TV
愛知 稲沢市 【中止】エントリオ（豊田合成記念体育館） 中止 WD名古屋 vs サントリー V.TV
広島 広島市 【中止】広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 中止 （　大野石油 vs JAぎふ　） 中止 JT広島 vs 大分三好 V.TV
愛知 稲沢市 【中止】エントリオ（豊田合成記念体育館） 中止 WD名古屋 vs サントリー V.TV
広島 広島市 【中止】広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 中止 （　大野石油 vs 熊本　） 中止 JT広島 vs 大分三好 V.TV
東京 墨田区 【中止】墨田区総合体育館 中止 FC東京 vs パナソニック 中止 ジェイテクト vs 東レ V.TV/GAORA

11 月 東京 墨田区 【中止】墨田区総合体育館 中止 FC東京 vs パナソニック 中止 ジェイテクト vs 東レ V.TV/GAORA
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs ジェイテクト V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs VC長野 V.TV
愛媛 松山市 愛媛県武道館 14:00 JT広島 vs 東レ V.TV
福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 13:00 堺 vs WD名古屋 V.TV
大分 別府市 べっぷアリーナ（別府市総合体育館） 14:00 大分三好 vs FC東京 DAZN
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs ジェイテクト V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs VC長野 V.TV
愛媛 松山市 愛媛県武道館 13:00 JT広島 vs 東レ V.TV
福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 13:00 堺 vs WD名古屋 V.TV
大分 別府市 べっぷアリーナ（別府市総合体育館） 14:00 大分三好 vs FC東京 DAZN

22 金 愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 18:00 WD名古屋 vs ジェイテクト V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs FC東京 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 15:00 WD名古屋 vs ジェイテクト V.TV
大阪 枚方市 【リモート】パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs JT広島 DAZN/GAORA
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 13:00 東レ vs サントリー 16:00 堺 vs 大分三好 V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs FC東京 V.TV
大阪 枚方市 【リモート】パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs JT広島 DAZN/GAORA
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 12:00 東レ vs サントリー 15:00 堺 vs 大分三好 V.TV
長野 岡谷市 岡谷市民総合体育館 14:00 VC長野 vs WD名古屋 V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:05 サントリー vs パナソニック DAZN/BSフジ
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 14:00 JT広島 vs 堺 V.TV
大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 中止 東レ vs FC東京 15:00 大分三好 vs ジェイテクト V.TV
長野 岡谷市 岡谷市民総合体育館 14:00 VC長野 vs WD名古屋 V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs パナソニック DAZN
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:00 JT広島 vs 堺 V.TV
大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 12:00 東レ vs FC東京 15:00 大分三好 vs ジェイテクト V.TV

■V・レギュラーラウンド
開催日 開催地 第1試合 第2試合 配信・放送

【日程】2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 2021年3月5日
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現在

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間 開始時間

■V・レギュラーラウンド
開催日 開催地 第1試合 第2試合 配信・放送

【日程】2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 2021年3月5日

長野 伊那市 エレコム・ロジテックアリーナ（伊那市民体育館） 14:00 VC長野 vs 大分三好 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 15:00 WD名古屋 vs JT広島 DAZN
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 東レ V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs FC東京 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 14:00 ジェイテクト vs 堺 V.TV
長野 伊那市 エレコム・ロジテックアリーナ（伊那市民体育館） 14:00 VC長野 vs 大分三好 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 14:00 WD名古屋 vs JT広島 DAZN
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 東レ V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs FC東京 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 13:00 ジェイテクト vs 堺 V.TV
長野 塩尻市 【リモート】ユメックスアリーナ（塩尻市総合体育館） 11:00 FC東京 vs パナソニック V.TV
長野 塩尻市 ユメックスアリーナ（塩尻市総合体育館） 15:00 VC長野 vs 堺 V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs 東レ V.TV
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 13:00 JT広島 vs 大分三好 V.TV
長野 塩尻市 【リモート】ユメックスアリーナ（塩尻市総合体育館） 11:00 FC東京 vs パナソニック V.TV
長野 塩尻市 ユメックスアリーナ（塩尻市総合体育館） 15:00 VC長野 vs 堺 V.TV
大阪 箕面市 【リモート】サントリー箕面トレーニングセンター体育館 13:00 サントリー vs 東レ V.TV
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 11:45 JT広島 vs 大分三好 V.TV

19 金 長野 松本市 松本市総合体育館 19:30 VC長野 vs 東レ V.TV
東京 墨田区 墨田区総合体育館 14:00 FC東京 vs 堺 V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 15:30 VC長野 vs 東レ V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs WD名古屋 V.TV
広島 福山市 エフピコアリーナふくやま（福山市総合体育館） 14:00 JT広島 vs ジェイテクト V.TV
大分 別府市 べっぷアリーナ（別府市総合体育館） 14:00 大分三好 vs サントリー V.TV
東京 墨田区 墨田区総合体育館 14:00 FC東京 vs 堺 V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs WD名古屋 V.TV
広島 福山市 エフピコアリーナふくやま（福山市総合体育館） 13:00 JT広島 vs ジェイテクト V.TV
大分 別府市 べっぷアリーナ（別府市総合体育館） 14:00 大分三好 vs サントリー V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 15:00 ジェイテクト vs FC東京 V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 東レ V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs VC長野 V.TV
鳥取 米子市 鳥取県立米子産業体育館 14:05 JT広島 vs サントリー DAZN/GAORA
大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 14:00 大分三好 vs WD名古屋 V.TV
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 14:00 ジェイテクト vs FC東京 V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 東レ V.TV
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs VC長野 V.TV
鳥取 米子市 鳥取県立米子産業体育館 13:05 JT広島 vs サントリー DAZN/GAORA
大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 14:00 大分三好 vs WD名古屋 V.TV
東京 墨田区 墨田区総合体育館 13:00 FC東京 vs JT広島 中止 （　GSS東京 vs アランマーレ　） V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 15:00 WD名古屋 vs 東レ V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs サントリー V.TV/GAORA
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 大分三好 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 14:05 ジェイテクト vs VC長野 V.TV/GAORA
東京 墨田区 墨田区総合体育館 13:00 FC東京 vs JT広島 中止 （　GSS東京 vs ルートイン　） V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 14:00 WD名古屋 vs 東レ V.TV
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs サントリー V.TV/GAORA
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 大分三好 V.TV
奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第１体育館） 13:05 ジェイテクト vs VC長野 V.TV/GAORA

12 金 大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 19:00 大分三好 vs VC長野 V.TV
東京 町田市 町田市立総合体育館 14:00 FC東京 vs サントリー V.TV
静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs パナソニック DAZN
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 13:00 堺 vs ジェイテクト DAZN/GAORA
山口 岩国市 岩国市総合体育館 14:00 JT広島 vs WD名古屋 DAZN
大分 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリーナ（大分市大洲総合体育館） 15:00 大分三好 vs VC長野 V.TV
東京 町田市 町田市立総合体育館 14:00 FC東京 vs サントリー V.TV
静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs パナソニック DAZN
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 13:00 堺 vs ジェイテクト DAZN/GAORA
山口 岩国市 岩国市総合体育館 13:00 JT広島 vs WD名古屋 DAZN
秋田 秋田市 CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館） 14:00 ジェイテクト vs JT広島 V.TV
静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs VC長野 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 15:00 WD名古屋 vs パナソニック DAZN
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 12:00 サントリー vs 大分三好 DAZN
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs FC東京 V.TV
秋田 秋田市 CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館） 12:00 ジェイテクト vs JT広島 V.TV
静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs VC長野 V.TV
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 14:00 WD名古屋 vs パナソニック DAZN
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 12:00 サントリー vs 大分三好 DAZN
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs FC東京 V.TV
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs JT広島 V.TV
愛知 小牧市 パークアリーナ小牧（小牧市スポーツ公園総合体育館） 13:00 WD名古屋 vs FC東京 DAZN
徳島 徳島市 アスティとくしま（徳島県立産業観光交流センター） 14:00 ジェイテクト vs サントリー DAZN
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 13:00 堺 vs パナソニック 16:00 東レ vs 大分三好 DAZN
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs JT広島 V.TV
愛知 小牧市 パークアリーナ小牧（小牧市スポーツ公園総合体育館） 12:00 WD名古屋 vs FC東京 DAZN
徳島 徳島市 アスティとくしま（徳島県立産業観光交流センター） 13:00 ジェイテクト vs サントリー DAZN
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 12:00 堺 vs パナソニック 15:00 東レ vs 大分三好 DAZN

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間

2021 4 3 土 千葉 船橋市 船橋アリーナ 16:08 vs DAZN/NHK BS1

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間

2021 4 4 日 千葉 船橋市 船橋アリーナ 16:11 vs DAZN/NHK BS1

土

14 日

20 土

21 日

27 土

28 日

6 土

7 日

13

土

14 日

開催日 開催地 対戦カード 配信・放送

V・レギュラーラウンド 2位チーム V・レギュラーラウンド 3位チーム

27 土

28 日

■V・ファイナルステージ
＜ファイナル3＞

3

2
0
2
1

2

6 土

7 日

20 土

21 日

13

東レ：東レアローズ、WD名古屋：ウルフドッグス名古屋、FC東京：FC東京、大分三好：大分三好ヴァイセアドラー、VC長野：VC長野トライデンツ

V・レギュラーラウンド 優勝チーム ファイナル3 勝利チーム
（ファイナル3 勝利チームが勝利した場合はゴールデンセットで勝敗を決定）

※チーム名の赤字はホームチーム　　　※（　）内の対戦カードは他DIVISIONの試合　　　※日程や試合会場、開始時間、対戦カード、配信・放送カードは変更となる可能性があります
＜参加チーム＞

ジェイテクト：ジェイテクトSTINGS、パナソニック：パナソニックパンサーズ、サントリー：サントリーサンバーズ、JT広島：JTサンダーズ広島、堺：堺ブレイザーズ、

（V・レギュラーラウンド３位チームが勝利した場合はゴールデンセットで勝敗を決定）

＜ファイナル＞
開催日 開催地 対戦カード 配信・放送
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