
【日程】2018-19 V.LEAGUE DIVISION 1 MEN （2019年1月25日 現在）

■Ｖ・レギュラーラウンド

LEG 年 月 日 曜 会場
第1試合

開始時刻

第2試合

開始時刻
DAZN テレビ

26 金 東京 大田区 大田区総合体育館 19:30 サントリー vs JT NHK-BS1

愛知 小牧市 小牧スポーツ公園総合体育館（パークアリーナ小牧） 13:00 豊田合成 vs FC東京 16:00 ジェイテクト vs 堺

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 東レ vs 大分三好 16:00 VC長野 vs パナソニック DAZN GAORA

愛知 小牧市 小牧スポーツ公園総合体育館（パークアリーナ小牧） 13:00 豊田合成 vs 堺 16:00 ジェイテクト vs FC東京 DAZN

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 VC長野 vs 大分三好 15:00 東レ vs パナソニック DAZN

広島 呉市 呉市総合体育館 13:00 サントリー vs VC長野 16:00 JT vs 東レ DAZN

福井 福井市 福井県営体育館 12:00 豊田合成 vs 大分三好 15:00 パナソニック vs ジェイテクト DAZN

大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 16:00 堺 vs FC東京 V.TV

広島 呉市 呉市総合体育館 12:00 東レ vs サントリー 15:00 JT vs VC長野 DAZN

福井 福井市 福井県営体育館 12:00 ジェイテクト vs 大分三好 15:00 パナソニック vs 豊田合成 DAZN

愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷） 13:00 ジェイテクト vs JT 16:00 豊田合成 vs サントリー DAZN

東京 墨田区 墨田区総合体育館 13:00 FC東京 vs 大分三好 16:00 パナソニック vs 堺 DAZN

愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷） 12:00 ジェイテクト vs サントリー 15:00 豊田合成 vs JT DAZN

東京 墨田区 墨田区総合体育館 12:00 堺 vs 大分三好 15:00 FC東京 vs パナソニック DAZN

静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs VC長野 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） 11:00 パナソニック vs JT 15:00 サントリー vs 大分三好 DAZN

静岡 静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 13:00 東レ vs FC東京 16:00 堺 vs VC長野 DAZN

11:00 （JT） vs （東レ）

14:00 （トヨタ車体） vs （日立） 18:00 ジェイテクト 豊田合成 DAZN

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） 11:00 JT vs 大分三好 15:00 サントリー vs パナソニック DAZN

静岡 静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 12:00 東レ vs 堺 15:00 FC東京 vs VC長野 DAZN

大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 12:00 堺 vs JT 15:00 サントリー vs FC東京 DAZN

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 豊田合成 vs 東レ 16:00 VC長野 vs ジェイテクト DAZN

大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 12:00 堺 vs サントリー 15:00 JT vs FC東京 DAZN GAORA

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 VC長野 vs 豊田合成 15:00 東レ vs ジェイテクト DAZN

大分 大分市 大分県立総合体育館 13:00 大分三好 vs パナソニック V.TV

徳島 徳島市 とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館） 13:00 ジェイテクト vs 大分三好 16:00 JT vs 東レ DAZN

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 13:00 FC東京 vs サントリー 16:00 パナソニック vs VC長野 DAZN

徳島 徳島市 とくぎんトモニアリーナ（徳島市立体育館） 12:00 ジェイテクト vs 東レ 15:00 JT vs 大分三好 DAZN

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 12:00 サントリー vs VC長野 15:00 FC東京 vs パナソニック DAZN

愛知 小牧市 小牧スポーツ公園総合体育館（パークアリーナ小牧） 14:00 豊田合成 vs 堺 V.TV

福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 12:00 堺 vs VC長野 15:00 豊田合成 vs FC東京 DAZN

大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 12:00 ジェイテクト vs サントリー 15:00 パナソニック vs JT DAZN

福岡 北九州市 北九州市立総合体育館 12:00 堺 vs FC東京 15:00 豊田合成 vs VC長野 DAZN

大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 12:00 JT vs サントリー 15:00 パナソニック vs ジェイテクト DAZN

大分 大分市 大分県立総合体育館 13:00 大分三好 vs 東レ V.TV

愛知 小牧市 小牧スポーツ公園総合体育館（パークアリーナ小牧） 13:00 豊田合成 vs 東レ 16:00 堺 vs 大分三好 DAZN

広島 広島市 広島県立総合体育館 13:00 JT vs FC東京 16:00 ジェイテクト vs VC長野 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 サントリー V.TV

愛知 小牧市 小牧スポーツ公園総合体育館（パークアリーナ小牧） 13:00 豊田合成 vs 大分三好 16:00 東レ vs 堺 DAZN

広島 広島市 広島県立総合体育館 12:00 ジェイテクト vs FC東京 15:00 JT vs VC長野 DAZN

広島 福山市 福山市緑町公園屋内競技場（ローズアリーナ） 13:00 ジェイテクト vs 堺 16:00 JT vs 豊田合成 DAZN

大分 大分市 大分県立総合体育館 12:00 東レ vs サントリー 15:00 大分三好 vs パナソニック DAZN

東京 墨田区 墨田区総合体育館 15:00 FC東京 vs VC長野 V.TV

広島 福山市 福山市緑町公園屋内競技場（ローズアリーナ） 12:00 豊田合成 vs ジェイテクト 15:00 JT vs 堺 DAZN

大分 大分市 大分県立総合体育館 12:00 パナソニック vs 東レ 15:00 大分三好 vs サントリー DAZN

沖縄 沖縄市 沖縄市体育館 12:00 豊田合成 vs サントリー 15:00 パナソニック vs 堺 DAZN

静岡 静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 13:00 東レ vs FC東京 16:00 大分三好 vs VC長野 DAZN

島根 松江市 松江市総合体育館 13:00 JT vs ジェイテクト V.TV

沖縄 沖縄市 沖縄市体育館 12:00 サントリー vs 堺 15:00 パナソニック vs 豊田合成 DAZN

静岡 静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 12:00 東レ vs VC長野 15:00 FC東京 vs 大分三好 DAZN

東京 大田区 大田区総合体育館 11:00 豊田合成 vs JT 15:00 サントリー vs 大分三好 DAZN

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 パナソニック vs ジェイテクト 16:00 VC長野 vs FC東京 DAZN

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 12:00 堺 vs 東レ V.TV

東京 大田区 大田区総合体育館 11:00 JT vs 大分三好 15:00 サントリー vs 豊田合成 DAZN

長野 松本市 松本市総合体育館 12:00 VC長野 vs ジェイテクト 15:00 パナソニック vs FC東京 DAZN

熊本 熊本市 熊本県立総合体育館 11:00 JT vs VC長野 14:00 サントリー vs パナソニック DAZN

大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 12:00 堺 vs ジェイテクト 15:00 東レ vs FC東京 DAZN

愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷）（V1女子・同時開催） 12:00 （トヨタ車体） vs （KUROBE） 16:00 豊田合成 vs 大分三好 DAZN

熊本 熊本市 熊本県立総合体育館 11:00 パナソニック vs JT 14:00 サントリー vs VC長野 DAZN

大阪 堺市 堺市金岡公園体育館 12:00 堺 vs FC東京 15:00 東レ vs ジェイテクト DAZN

8 金 愛知 刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷） 19:00 ジェイテクト vs FC東京 V.TV

静岡 三島市 三島市民体育館 13:00 東レ vs サントリー 16:00 JT vs 堺 DAZN

大分 別府市 別府ビーコンプラザ 12:00 豊田合成 vs VC長野 15:00 大分三好 vs パナソニック DAZN

静岡 三島市 三島市民体育館 12:00 東レ vs JT 15:00 サントリー vs 堺 DAZN

大分 別府市 別府ビーコンプラザ 12:00 パナソニック vs 豊田合成 15:00 大分三好 vs VC長野 DAZN

東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 FC東京 vs JT 16:00 ジェイテクト vs サントリー DAZN

富山 氷見市 氷見市ふれあいスポーツセンター 12:00 豊田合成 vs 東レ 15:00 大分三好 vs 堺 DAZN

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

東京 大田区 大田区総合体育館 12:00 JT vs ジェイテクト 15:00 FC東京 vs サントリー DAZN

富山 氷見市 氷見市ふれあいスポーツセンター 12:00 東レ vs 大分三好 15:00 豊田合成 vs 堺 DAZN

大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 12:00 東レ vs VC長野 15:00 パナソニック vs 堺 DAZN

奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良 13:00 ジェイテクト vs 大分三好 16:00 豊田合成 vs FC東京 DAZN

広島 東広島市 東広島市運動公園体育館 13:00 JT vs サントリー V.TV

大阪 枚方市 パナソニックアリーナ 12:00 堺 vs VC長野 15:00 パナソニック vs 東レ DAZN

奈良 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良 12:00 ジェイテクト vs 豊田合成 15:00 FC東京 vs 大分三好 DAZN

 RR：レギュラーラウンド

月 日 曜 会場
第１試合

開始時刻

第２試合

開始時刻

第３試合

開始時刻
DAZN/テレビ放送

9 土 11:00 RR１位 vs RR３位 13:00 RR２位 vs RR６位 15:00 RR４位 vs RR５位 DAZN

10 日 12:00 RR１位 vs RR６位 15:00 RR２位 vs RR３位 DAZN

16 土 11:00 RR１位 vs RR５位 13:00 RR２位 vs RR４位 15:00 RR３位 vs RR６位 DAZN

17 日 12:00 RR１位 vs RR４位 15:00 RR２位 vs RR５位 DAZN

23 土 11:00 RR３位 vs RR５位 13:00 RR４位 vs RR６位 15:00 RR１位 vs RR２位 DAZN

24 日 12:00 RR５位 vs RR６位 15:00 RR３位 vs RR４位 DAZN

月 日 曜 会場 開始時刻 DAZN テレビ放送

30 土 12:08 DAZN NHK-BS1

31 日 12:08 DAZN NHK-BS1

月 日 曜 会場 開始時刻 DAZN テレビ放送

4 7 日 愛知 名古屋市 武田テバオーシャンアリーナ 13:08 DAZN NHK-BS1

月 日 曜 会場 開始時刻 DAZN テレビ放送

4 14 日 東京 調布市 武蔵野の森スポーツプラザ 14:08 DAZN NHK-BS1

第3試合

＜ファイナル6＞

刈谷市 刈谷市総合運動公園体育館（ウィングアリーナ刈谷）（V1女子・同時開催）
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パナソニック：パナソニックパンサーズ、豊田合成：豊田合成トレフェルサ、JT：JTサンダーズ、東レ：東レアローズ、ジェイテクト：ジェイテクトSTINGS、

サントリー：サントリーサンバーズ、堺：堺ブレイザーズ、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

2019 ファイナル６・1位　vs　ファイナル3勝者

土

ファイナル６・２位　vs　ファイナル６・3位

＜グランドファイナル＞
年 開催地 組み合わせ

2019

＜ファイナル＞

3 神奈川 川崎市 川崎市とどろきアリーナ
ファイナル６・２位　vs　ファイナル６・3位

＜ファイナル3＞

年 開催地 組み合わせ

静岡市 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ）

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）

東京 大田区 大田区総合体育館

年 開催地 第1試合 第2試合

2019 3

静岡

■Ｖ・ファイナルステージ

6 日

12

18 日

8 土

日

10 土

日11

3 土

4 日

■　チーム名の太字・斜体（赤字）はホームチーム

開催地 第1試合 第2試合

27

ファイナル６・１位　vs　ファイナル３勝者

年 開催地 組み合わせ

2019

土

28 日

10

土

※このスケジュール表は2019年１月25日現在のものとし、日程や試合会場、組合せは変更の可能性があります。
また、テレビ放送の都合により試合カードの組み換え、試合開始時間、試合順の変更を行うことがあります。


