
　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間 開始時間

愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 13:05 WD名古屋 vs ジェイテクト BSフジ/フジテレビTWO
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 大分三好
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 東京GB
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:05 サントリー vs 東レ GAORA
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 VC長野 広島テレビ
愛知 稲沢市 エントリオ（豊田合成記念体育館） 13:05 WD名古屋 vs ジェイテクト BSフジ/フジテレビTWO
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 大分三好
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs 東京GB
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:05 サントリー vs 東レ GAORA
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 13:05 JT広島 vs VC長野 テレビ新広島/フジテレビNEXT
東京 渋谷区 東京体育館 14:06 東京GB vs WD名古屋 フジテレビNEXT
山梨 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 14:00 VC長野 vs サントリー
静岡 三島市 三島市民体育館 14:00 東レ vs パナソニック
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 ジェイテクト vs 堺
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 JT広島
東京 渋谷区 東京体育館 14:06 東京GB vs WD名古屋 フジテレビNEXT
山梨 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 13:00 VC長野 vs サントリー
静岡 三島市 三島市民体育館 14:00 東レ vs パナソニック
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 ジェイテクト vs 堺
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） 13:00 大分三好 vs JT広島
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
滋賀 草津市 YMITアリーナ（くさつシティアリーナ） 12:00 東レ vs ジェイテクト 15:00 （　東レ vs JT　）
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） 15:05 サントリー vs 東京GB GAORA
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs JT広島
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
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
滋賀 草津市 YMITアリーナ（くさつシティアリーナ） 12:00 東レ vs ジェイテクト 15:00 （　東レ vs JT　）
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） 15:05 サントリー vs 東京GB GAORA
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs JT広島
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

11 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 WD名古屋
秋田 秋田市 CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館） 12:00 （　日立Astemo vs 東レ　） 16:00 ジェイテクト vs パナソニック
長野 岡谷市 スワンドーム（岡谷市民総合体育館） 14:00 VC長野 vs 堺
鳥取 鳥取市 鳥取県民体育館 14:00 JT広島 vs サントリー
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 WD名古屋
秋田 秋田市 CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館） 11:30 （　日立Astemo vs 東レ　） 15:30 ジェイテクト vs パナソニック
東京 立川市 アリーナ立川立飛 16:00 東京GB vs 東レ
長野 岡谷市 スワンドーム（岡谷市民総合体育館） 13:00 VC長野 vs 堺
鳥取 鳥取市 鳥取県民体育館 13:00 JT広島 vs サントリー

14 月 東京 立川市 アリーナ立川立飛 19:30 東京GB vs 東レ
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs VC長野
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
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 12:05 サントリー vs ジェイテクト フジテレビONE
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs JT広島
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs VC長野
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
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 17:05 サントリー vs ジェイテクト フジテレビONE
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:00 パナソニック vs JT広島
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
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 東京GB GAORA
島根 松江市 松江市総合体育館 14:00 JT広島 vs WD名古屋
福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 13:00 堺 vs サントリー
大分 大分市 レゾナック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 東レ
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs パナソニック
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 東京GB GAORA
島根 松江市 松江市総合体育館 13:00 JT広島 vs WD名古屋
福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 13:00 堺 vs サントリー
大分 大分市 レゾナック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 東レ
東京 立川市 アリーナ立川立飛 16:00 東京GB vs JT広島
静岡 三島市 三島市民体育館 12:00 （　東レ vs 埼玉上尾　） 15:00 東レ vs 堺
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs WD名古屋 フジテレビONE
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:00 サントリー vs 大分三好
徳島 鳴門市 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール（徳島県鳴門総合運動公園体育館） 13:00 ジェイテクト vs VC長野
東京 立川市 アリーナ立川立飛 15:00 東京GB vs JT広島
静岡 三島市 三島市民体育館 12:00 （　東レ vs 埼玉上尾　） 15:00 東レ vs 堺
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs WD名古屋 フジテレビONE
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:00 サントリー vs 大分三好
徳島 鳴門市 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール（徳島県鳴門総合運動公園体育館） 13:00 ジェイテクト vs VC長野
長野 岡谷市 スワンドーム（岡谷市民総合体育館） 14:00 VC長野 vs 東京GB 長野県ケーブルテレビ協議会
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 サントリー
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs パナソニック
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 11:05 （　JT vs 久光　） 14:35 JT広島 vs 東レ テレビ新広島/フジテレビNEXT
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 ジェイテクト
長野 岡谷市 スワンドーム（岡谷市民総合体育館） 13:00 VC長野 vs 東京GB 長野県ケーブルテレビ協議会
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 サントリー
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs パナソニック
広島 広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 12:30 （　JT vs 久光　） 16:00 JT広島 vs 東レ 広島テレビ
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） 13:00 大分三好 vs ジェイテクト
岩手 紫波町 紫波町総合体育館 14:00 東レ vs WD名古屋
東京 墨田区 墨田区総合体育館 14:00 東京GB vs 堺
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 15:05 サントリー vs パナソニック フジテレビONE
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 JT広島 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 VC長野
岩手 紫波町 紫波町総合体育館 14:00 東レ vs WD名古屋
東京 墨田区 墨田区総合体育館 14:00 東京GB vs 堺
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 15:05 サントリー vs パナソニック フジテレビONE
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 JT広島 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） 13:00 大分三好 vs VC長野
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 東京GB
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 15:00 サントリー vs VC長野
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs 東レ フジテレビNEXT

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 13:00 堺 vs ジェイテクト
広島 呉市 IHIアリーナ呉（呉市体育館） 14:00 JT広島 vs 大分三好
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 東京GB
大阪 大阪市 おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 15:00 サントリー vs VC長野
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 14:05 パナソニック vs 東レ フジテレビNEXT

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 13:00 堺 vs ジェイテクト
広島 呉市 IHIアリーナ呉（呉市体育館） 13:00 JT広島 vs 大分三好
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東京 江東区 有明コロシアム 14:00 東京GB vs サントリー
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs WD名古屋 長野朝日放送/長野県ケーブルテレビ協議会
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 11:05 （　トヨタ車体 vs 日立Astemo　） 16:05 ジェイテクト vs 東レ GAORA
山口 宇部市 俵田翁記念体育館 14:00 JT広島 vs 堺
宮崎 高千穂町 高千穂町武道館 14:00 大分三好 vs パナソニック
東京 江東区 有明コロシアム 14:00 東京GB vs サントリー
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs WD名古屋 長野県ケーブルテレビ協議会
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 11:05 （　トヨタ車体 vs 日立Astemo　） 16:05 ジェイテクト vs 東レ GAORA
山口 宇部市 俵田翁記念体育館 13:00 JT広島 vs 堺
宮崎 高千穂町 高千穂町武道館 13:00 大分三好 vs パナソニック

3 金 東京 墨田区 墨田区総合体育館 19:30 東京GB vs パナソニック
東京 墨田区 墨田区総合体育館 16:00 東京GB vs パナソニック
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs JT広島 長野県ケーブルテレビ協議会
静岡 三島市 三島市民体育館 14:05 東レ vs サントリー フジテレビNEXT/テレビ静岡
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 13:00 ジェイテクト vs WD名古屋
大分 大分市 レゾナック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 堺
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs JT広島 長野県ケーブルテレビ協議会
静岡 三島市 三島市民体育館 14:00 東レ vs サントリー
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 13:00 ジェイテクト vs WD名古屋
大分 大分市 レゾナック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 堺

11 土 東京 江東区 有明コロシアム 14:00 東京GB vs 大分三好
12 日 東京 江東区 有明コロシアム 14:00 東京GB vs 大分三好
17 金 大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 19:00 サントリー vs JT広島

静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs 東京GB
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
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 15:00 サントリー vs JT広島
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs VC長野
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 18:00 パナソニック vs ジェイテクト
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs 東京GB
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
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs VC長野
大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 15:00 パナソニック vs ジェイテクト
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs 東レ 長野県ケーブルテレビ協議会
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 13:05 ジェイテクト vs サントリー フジテレビNEXT
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs WD名古屋
山口 岩国市 岩国市総合体育館 14:00 JT広島 vs パナソニック
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 東京GB
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs 東レ 長野県ケーブルテレビ協議会
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 13:05 ジェイテクト vs サントリー フジテレビNEXT
大阪 堺市 大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館） 13:00 堺 vs WD名古屋
山口 岩国市 岩国市総合体育館 13:00 JT広島 vs パナソニック
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） 13:00 大分三好 vs 東京GB
東京 江東区 有明コロシアム 14:05 東京GB vs ジェイテクト フジテレビONE
東京 大田区 大田区総合体育館 14:00 パナソニック vs VC長野
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs 大分三好
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
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:00 サントリー vs 堺
東京 江東区 有明コロシアム 14:05 東京GB vs ジェイテクト フジテレビONE
東京 大田区 大田区総合体育館 14:00 パナソニック vs VC長野
静岡 静岡市 このはなアリーナ（草薙総合運動場体育館） 14:00 東レ vs 大分三好
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
大阪 箕面市 スカイアリーナ（第一総合運動場） 15:00 サントリー vs 堺
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs ジェイテクト 長野県ケーブルテレビ協議会
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 パナソニック
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 13:00 堺 vs 東レ
広島 東広島市 東広島運動公園体育館 14:00 JT広島 vs 東京GB
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 サントリー
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs ジェイテクト 長野県ケーブルテレビ協議会
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 パナソニック
大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 13:00 堺 vs 東レ
広島 東広島市 東広島運動公園体育館 13:00 JT広島 vs 東京GB
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） 13:00 大分三好 vs サントリー

17 金 大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 19:05 サントリー vs WD名古屋 フジテレビTWO
東京 渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 14:00 東京GB vs VC長野
静岡 沼津市 沼津市総合体育館 14:00 東レ vs JT広島
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 ジェイテクト vs 大分三好
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 15:05 サントリー vs WD名古屋 フジテレビTWO
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
東京 渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 14:00 東京GB vs VC長野
静岡 沼津市 沼津市総合体育館 14:00 東レ vs JT広島
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 ジェイテクト vs 大分三好
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
長野 松本市 松本市総合体育館 14:00 VC長野 vs 大分三好 長野県ケーブルテレビ協議会
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 東レ
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 東京GB
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
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） 14:05 JT広島 vs ジェイテクト フジテレビNEXT
長野 松本市 松本市総合体育館 13:00 VC長野 vs 大分三好 長野県ケーブルテレビ協議会
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 東レ
大阪 堺市 日本製鉄堺体育館 13:00 堺 vs 東京GB
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
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） 13:05 JT広島 vs ジェイテクト フジテレビNEXT

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間 開始時間

8 土 京都 京都市 島津アリーナ京都（京都府立体育館） 12:00 WD名古屋（RR優勝） vs 堺（RR4位） 15:00 サントリー（RR2位） vs パナソニック（RR3位）

9 日 京都 京都市 島津アリーナ京都（京都府立体育館） 12:00 WD名古屋（RR優勝） vs サントリー（RR2位） 15:00 パナソニック（RR3位） vs 堺（RR4位）
16 日 愛知 豊田市 スカイホール豊田（豊田市総合体育館） 12:05 WD名古屋（RR優勝） vs パナソニック（RR3位） 15:05 サントリー（RR2位） vs 堺（RR4位） フジテレビNEXT

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間

2023 4 23 日 東京 渋谷区 国立代々木競技場 第一体育館 14:08 vs NHK BS1/フジテレビNEXT

JT広島：JTサンダーズ広島、ジェイテクト：ジェイテクトSTINGS、東京GB：東京グレートベアーズ、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

放送

ファイナル4 １位チーム ファイナル4 ２位チーム

※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、対戦カードは変更となる可能性があります　　　※V.TV イージースポーツで全試合ライブ配信

＜参加チーム＞
サントリー：サントリーサンバーズ、WD名古屋：ウルフドッグス名古屋、パナソニック：パナソニックパンサーズ、東レ：東レアローズ、堺：堺ブレイザーズ、
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　　※RR：V・レギュラーラウンド

＜ファイナル＞
開催日 開催地 対戦カード

■V・ファイナルステージ
＜ファイナル4＞

開催日 開催地 第1試合 第2試合 放送
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12 日

18 土

19 日
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25 土

26 日
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4 土

5 日
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