
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 開始時間

北海道 旭川市 道北アークス大雪アリーナ （旭川大雪アリーナ） 10:30 警視庁 vs 千葉 14:00 ヴォレアス vs 埼玉
北海道 苫小牧市 苫小牧市総合体育館 13:00 トヨタ自動車 vs 奈良 16:00 サフィルヴァ vs ヴィアティン
北海道 旭川市 道北アークス大雪アリーナ （旭川大雪アリーナ） 10:30 埼玉 vs 千葉 14:00 ヴォレアス vs 警視庁
北海道 苫小牧市 苫小牧市総合体育館 10:00 ヴィアティン vs トヨタ自動車 13:00 サフィルヴァ vs 奈良
茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館） 10:30 大同特殊鋼 vs デルフィーノ 12:30 つくば vs きんでん
岐阜 多治見市 【リモートマッチ】 感謝と挑戦のTYK体育館（多治見市総合体育館） 12:00 富士通 vs クボタ 14:00 トヨタ自動車 vs 東京V
茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館） 10:30 大同特殊鋼 vs きんでん 12:30 つくば vs デルフィーノ
岐阜 多治見市 【リモートマッチ】 感謝と挑戦のTYK体育館（多治見市総合体育館） 11:00 富士通 vs 東京V 13:00 トヨタ自動車 vs クボタ

北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:30 富士通 vs サフィルヴァ 14:00 ヴォレアス vs トヨタ自動車
茨城 ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園総合体育館 11:00 つくば vs 大同特殊鋼 14:00 （　日立Astemo vs トヨタ車体　）
千葉 千葉市 千葉公園体育館 11:00 デルフィーノ vs クボタ 13:30 ヴィアティン vs 東京V 15:30 千葉 vs 奈良

北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:30 富士通 vs トヨタ自動車 14:00 ヴォレアス vs サフィルヴァ
千葉 千葉市 千葉公園体育館 10:00 東京V vs デルフィーノ 12:30 クボタ vs 奈良 14:30 千葉 vs ヴィアティン
千葉 柏市 柏市中央体育館 12:00 （　千葉 vs 仙台　） 15:00 ヴォレアス vs 千葉
兵庫 南あわじ市 南あわじ市文化体育館 11:00 ヴィアティン vs クボタ 13:00 サフィルヴァ vs きんでん 15:00 デルフィーノ vs トヨタ自動車 V.TV
宮崎 都城市 早水公園体育文化センター 11:00 大同特殊鋼 vs 埼玉 13:00 つくば vs 警視庁 15:00 富士通 vs 奈良
千葉 柏市 柏市中央体育館 11:00 （　千葉 vs 浜松　） 13:00 ヴォレアス vs 東京V
兵庫 南あわじ市 南あわじ市文化体育館 11:00 サフィルヴァ vs トヨタ自動車 13:00 きんでん vs クボタ 15:00 デルフィーノ vs ヴィアティン
宮崎 都城市 早水公園体育文化センター 10:00 大同特殊鋼 vs 警視庁 12:00 つくば vs 奈良 14:00 富士通 vs 埼玉
埼玉 川越市 川越運動公園総合体育館 13:00 （　埼玉上尾 vs トヨタ車体　） 15:30 埼玉 vs 警視庁
東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 13:00 千葉 vs クボタ 15:00 東京V vs サフィルヴァ

神奈川 川崎市 【リモートマッチ】 川崎市立橘高等学校体育館 13:00 富士通 vs つくば
愛知 みよし市 【リモートマッチ】 三好公園総合体育館 12:00 ヴォレアス vs きんでん 14:00 トヨタ自動車 vs 大同特殊鋼
奈良 奈良市 西部生涯スポーツセンター体育館 13:00 奈良 vs ヴィアティン
埼玉 川越市 川越運動公園総合体育館 12:00 （　埼玉上尾 vs トヨタ車体　） 14:30 埼玉 vs つくば
東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 12:00 サフィルヴァ vs 千葉 14:00 東京V vs クボタ

神奈川 川崎市 【リモートマッチ】 川崎市立橘高等学校体育館 13:00 富士通 vs 警視庁
愛知 みよし市 【リモートマッチ】 三好公園総合体育館 11:00 ヴォレアス vs 大同特殊鋼 13:00 トヨタ自動車 vs きんでん
奈良 奈良市 西部生涯スポーツセンター体育館 12:00 奈良 vs ヴィアティン
茨城 水戸市 アダストリアみとアリーナ（東町運動公園体育館） 11:00 つくば vs クボタ 14:00 （　日立Astemo vs 埼玉上尾　）
千葉 千葉市 千葉公園体育館 13:00 富士通 vs デルフィーノ 15:00 千葉 vs ヴォレアス
三重 四日市 四日市市総合体育館 13:00 ヴィアティン vs 大同特殊鋼 15:30 埼玉 vs サフィルヴァ
奈良 奈良市 西部生涯スポーツセンター体育館 13:00 奈良 vs きんでん 16:00 東京V vs 警視庁 V.TV
茨城 水戸市 アダストリアみとアリーナ（東町運動公園体育館） 11:00 つくば vs トヨタ自動車 14:00 （　日立Astemo vs 埼玉上尾　）
千葉 千葉市 千葉公園体育館 12:00 ヴォレアス vs デルフィーノ 14:00 千葉 vs 富士通
三重 四日市 四日市市総合体育館 12:00 ヴィアティン vs 埼玉 14:30 大同特殊鋼 vs サフィルヴァ
奈良 奈良市 西部生涯スポーツセンター体育館 12:00 奈良 vs 警視庁 15:00 東京V vs きんでん
千葉 千葉市 千葉公園体育館 13:00 大同特殊鋼 vs 奈良 15:30 千葉 vs 東京V
東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs きんでん
三重 亀山市 亀山市西野公園体育館 13:00 富士通 vs つくば 15:30 ヴィアティン vs ヴォレアス
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs サフィルヴァ 15:00 埼玉 vs デルフィーノ
千葉 千葉市 千葉公園体育館 12:00 東京V vs 奈良 14:30 千葉 vs 大同特殊鋼
東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs きんでん
三重 亀山市 亀山市西野公園体育館 12:00 ヴォレアス vs つくば 14:30 ヴィアティン vs 富士通
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 12:00 クボタ vs 埼玉 14:00 サフィルヴァ vs デルフィーノ
群馬 前橋市 ヤマト市民体育館前橋（前橋市民体育館） 12:00 大同特殊鋼 vs つくば 15:00 （　群馬銀行 vs アランマーレ　）

神奈川 川崎市 とどろきアリーナ（サブアリーナ） 11:00 クボタ vs 奈良 13:00 トヨタ自動車 vs 千葉 15:00 富士通 vs ヴォレアス V.TV
奈良 大和郡山市 金魚スクエア（大和郡山市総合公園多目的体育館） 13:00 きんでん vs デルフィーノ 15:00 ヴィアティン vs 警視庁
千葉 流山市 キッコーマンアリーナ（流山市民総合体育館） 11:00 （　千葉 vs JAぎふ　） 13:00 つくば vs トヨタ自動車

神奈川 川崎市 とどろきアリーナ（サブアリーナ） 10:00 ヴォレアス vs クボタ 12:00 大同特殊鋼 vs 東京V 14:00 富士通 vs 奈良
奈良 大和郡山市 金魚スクエア（大和郡山市総合公園多目的体育館） 11:00 きんでん vs ヴィアティン 13:00 デルフィーノ vs 警視庁

北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 12:00 （　デンソー vs JT　） 16:00 サフィルヴァ vs 警視庁
北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:00 つくば vs ヴィアティン 13:30 ヴォレアス vs 奈良
東京 立川市 【リモートマッチ】 立川市泉市民体育館 中止 大同特殊鋼 vs クボタ 13:00 東京V vs 埼玉

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 中止 きんでん vs 千葉 15:00 富士通 vs デルフィーノ
北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 12:00 （　デンソー vs JT　） 16:00 サフィルヴァ vs つくば
北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:00 警視庁 vs 奈良 13:30 ヴォレアス vs ヴィアティン
東京 立川市 【リモートマッチ】 立川市泉市民体育館 中止 埼玉 vs クボタ 12:00 東京V vs 大同特殊鋼

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 11:00 きんでん vs 富士通 中止 デルフィーノ vs 千葉
東京 武蔵野市 【リモートマッチ】 武蔵野総合体育館 11:00 埼玉 vs 東京V 13:00 サフィルヴァ vs 奈良 中止 警視庁 vs クボタ
愛知 碧南市 【リモートマッチ】 碧南市臨海体育館 中止 トヨタ自動車 vs 富士通 中止 （　アイシン vs トヨタモビリティ　） 中止 （　長野GR vs 近畿　） V.TV
兵庫 明石市 明石中央体育会館 12:00 きんでん vs 千葉 中止 デルフィーノ vs つくば
東京 武蔵野市 【リモートマッチ】 武蔵野総合体育館 11:00 埼玉 vs 奈良 中止 東京V vs クボタ 中止 警視庁 vs サフィルヴァ
愛知 碧南市 【リモートマッチ】 碧南市臨海体育館 11:00 （　アイシン vs 近畿　） 中止 富士通 vs 大同特殊鋼 中止 トヨタ自動車 vs ヴィアティン V.TV
兵庫 明石市 明石中央体育会館 中止 つくば vs 千葉 14:00 デルフィーノ vs きんでん
埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 中止 埼玉 vs トヨタ自動車 13:00 ヴォレアス vs 奈良 中止 つくば vs きんでん
兵庫 尼崎市 【リモートマッチ】 ベイコム総合体育館 13:00 クボタ vs 富士通 中止 東京V vs 警視庁
埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 12:00 埼玉 vs きんでん 中止 ヴォレアス vs トヨタ自動車
兵庫 尼崎市 【リモートマッチ】 ベイコム総合体育館 中止 クボタ vs 大同特殊鋼 12:30 富士通 vs 千葉 14:30 ヴィアティン vs デルフィーノ

11 金 大阪 大阪市 【リモートマッチ】 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs デルフィーノ
埼玉 三郷市 三郷市総合体育館 13:00 埼玉 vs 奈良 15:00 サフィルヴァ vs 千葉 V.TV
東京 稲城市 稲城市総合体育館 13:00 富士通 vs 警視庁 15:00 東京V vs ヴォレアス
愛知 名古屋市 【リモートマッチ】 大同特殊鋼 星崎工場体育館 13:00 大同特殊鋼 vs トヨタ自動車 15:00 ヴィアティン vs きんでん
大阪 大阪市 【リモートマッチ】 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs つくば
埼玉 三郷市 三郷市総合体育館 12:00 埼玉 vs サフィルヴァ 14:00 千葉 vs 奈良
東京 稲城市 稲城市総合体育館 12:00 ヴォレアス vs 警視庁 14:00 東京V vs 富士通
愛知 名古屋市 【リモートマッチ】 大同特殊鋼 星崎工場体育館 12:00 大同特殊鋼 vs ヴィアティン 14:00 きんでん vs トヨタ自動車

北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 13:00 ヴォレアス vs クボタ 中止 サフィルヴァ vs トヨタ自動車
茨城 つくば市 つくばカピオ 13:30 つくば vs 東京V
愛知 名古屋市 【リモートマッチ】 大同特殊鋼 星崎工場体育館 13:00 大同特殊鋼 vs 千葉 15:00 埼玉 vs デルフィーノ
大阪 岸和田市 【リモートマッチ】 岸和田市総合体育館 13:00 きんでん vs 奈良 15:00 ヴィアティン vs 警視庁

北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 中止 トヨタ自動車 vs クボタ 15:00 サフィルヴァ vs ヴォレアス
茨城 つくば市 つくばカピオ 13:30 つくば vs 東京V
愛知 名古屋市 【リモートマッチ】 大同特殊鋼 星崎工場体育館 12:00 大同特殊鋼 vs 埼玉 14:00 デルフィーノ vs 千葉
大阪 岸和田市 【リモートマッチ】 岸和田市総合体育館 12:00 きんでん vs 富士通

北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:00 つくば vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs きんでん
東京 東村山市 【リモートマッチ】 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs 千葉

神奈川 川崎市 【リモートマッチ】 カルッツかわさき 13:00 ヴィアティン vs クボタ 15:30 富士通 vs 埼玉 V.TV
兵庫 西脇市 西脇市総合市民センター 12:00 東京V vs 奈良 中止 デルフィーノ vs トヨタ自動車

北海道 旭川市 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市総合体育館） 10:00 サフィルヴァ vs きんでん 13:30 ヴォレアス vs つくば
東京 東村山市 【リモートマッチ】 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs 埼玉

神奈川 川崎市 【リモートマッチ】 カルッツかわさき 12:00 千葉 vs クボタ 14:00 富士通 vs ヴィアティン
兵庫 西脇市 西脇市総合市民センター 中止 トヨタ自動車 vs 奈良 13:00 デルフィーノ vs 東京V

5 土 三重 津市 津市久居総合体育館 11:00 デルフィーノ vs 警視庁 13:30 トヨタ自動車 vs 千葉 16:00 ヴィアティン vs つくば V.TV
6 日 三重 津市 津市久居総合体育館 10:00 サフィルヴァ vs クボタ 12:30 大同特殊鋼 vs デルフィーノ 15:00 ヴィアティン vs 千葉 V.TV

茨城 つくば市 桜総合体育館 13:30 つくば vs 千葉
愛知 碧南市 【リモートマッチ】 碧南市臨海体育館 11:00 トヨタ自動車 vs 警視庁 14:00 （　アイシン vs 長野GR　） 16:00 （　近畿 vs トヨタモビリティ　）

三重 津市 津市産業・スポーツセンター　サオリーナ 11:00 大同特殊鋼 vs サフィルヴァ 13:00 東京V vs きんでん 15:00 ヴィアティン vs 埼玉
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） 中止 （　ジェイテクト vs VC長野　） 17:00 奈良 vs デルフィーノ
愛知 碧南市 【リモートマッチ】 碧南市臨海体育館 11:00 （　アイシン vs 近畿　） 13:00 （　長野GR vs トヨタモビリティ　） 15:00 トヨタ自動車 vs 警視庁
三重 津市 津市産業・スポーツセンター　サオリーナ 10:00 埼玉 vs きんでん 12:00 富士通 vs 大同特殊鋼 14:00 ヴィアティン vs サフィルヴァ
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） 中止 （　ジェイテクト vs VC長野　） 17:00 奈良 vs デルフィーノ

北海道 函館市 函館アリーナ 中止 ヴォレアス vs デルフィーノ 13:00 埼玉 vs トヨタ自動車 16:00 サフィルヴァ vs 東京V V.TV
和歌山 紀の川市 【リモートマッチ】 紀の川市民体育館 11:00 きんでん vs クボタ 13:00 つくば vs 警視庁 15:00 大同特殊鋼 vs 奈良
北海道 函館市 函館アリーナ 10:00 東京V vs トヨタ自動車 中止 ヴォレアス vs 埼玉 中止 サフィルヴァ vs デルフィーノ
和歌山 紀の川市 【リモートマッチ】 紀の川市民体育館 10:00 きんでん vs 大同特殊鋼 12:00 つくば vs 奈良 14:00 警視庁 vs クボタ V.TV
北海道 深川市 深川市総合体育館 10:00 富士通 vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs 大同特殊鋼
埼玉 深谷市 【リモートマッチ】 深谷ビッグタートル（深谷市総合体育館） 中止 ヴィアティン vs 東京V 14:00 埼玉 vs 千葉

北海道 深川市 深川市総合体育館 10:00 大同特殊鋼 vs 警視庁 13:30 ヴォレアス vs 富士通 V.TV
埼玉 蕨市  蕨市民体育館 12:00 東京V vs 千葉 14:00 埼玉 vs つくば V.TV

＜参加チーム＞　富士通：富士通カワサキレッドスピリッツ、ヴォレアス：ヴォレアス北海道、埼玉：埼玉アザレア、大同特殊鋼：大同特殊鋼レッドスター、つくば：つくばユナイテッドSunGAIA、ヴィアティン：ヴィアティン三重、東京V：東京ヴェルディ、サフィルヴァ：サフィルヴァ北海道、
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【日程】2021-22 V.LEAGUE DIVISION2 MEN 2022年3月25日

開催日 開催地
第1試合 第3試合

■ V・レギュラーラウンド

配信・放送第2試合

6 土

7 日

　　　　　デルフィーノ：兵庫デルフィーノ、きんでん：きんでんトリニティーブリッツ、トヨタ自動車：トヨタ自動車サンホークス、警視庁：警視庁フォートファイターズ、千葉：千葉ZELVA、クボタ：クボタスピアーズ、奈良：奈良ドリーマーズ

※チーム名の赤字はホームチーム　　　※配信・放送は現在調整中　　　※（　）内の対戦カードは他DIVISIONの試合　　　※日程や試合会場、開始時間、対戦カードは変更の可能性があります
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