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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

長野 上田市 上田市自然運動公園総合体育館 13:00 群馬銀行 vs GSS東京 15:00 ルートイン vs JAぎふ V.TV

広島 広島市 猫田記念体育館 13:00 アランマーレ vs 柏 15:00 大野石油 vs 浜松

長野 上田市 上田市自然運動公園総合体育館 12:00 JAぎふ vs GSS東京 14:00 ルートイン vs 群馬銀行

広島 広島市 猫田記念体育館 12:00 柏 vs 浜松 14:00 大野石油 vs アランマーレ

山形 酒田市 酒田市国体記念体育館 13:00 アランマーレ vs 群馬銀行 15:00 柏 vs ルートイン V.TV

東京 中央区 中央区総合スポーツセンター 12:00 GSS東京 vs 浜松

岐阜 関市 せきしんふれ愛アリーナ（関市総合体育館） 13:00 JAぎふ vs 大野石油 CCN

山形 酒田市 酒田市国体記念体育館 12:00 群馬銀行 vs 柏 14:00 アランマーレ vs ルートイン

岐阜 関市 せきしんふれ愛アリーナ（関市総合体育館） 12:00 大野石油 vs GSS東京 14:00 JAぎふ vs 浜松 CCN

千葉 柏市 柏市中央体育館 13:00 柏 vs 大野石油 15:00 JAぎふ vs 群馬銀行

長野 北佐久郡 軽井沢風越公園総合体育館 13:00 アランマーレ vs 浜松 15:00 GSS東京 vs ルートイン

千葉 柏市 柏市中央体育館 12:00 柏 vs JAぎふ 14:00 群馬銀行 vs 大野石油

長野 北佐久郡 軽井沢風越公園総合体育館 12:00 浜松 vs ルートイン 14:00 GSS東京 vs アランマーレ

30 土 群馬 藤岡市 藤岡市民体育館 13:00 GSS東京 vs 柏 15:00 群馬銀行 vs 浜松

1 日 岐阜 岐阜市 ＪＡぎふアグリパーク鈴ヶ坂アリーナ 12:00 大野石油 vs ルートイン 14:00 JAぎふ vs アランマーレ

静岡 浜松市 サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館） 13:00 アランマーレ vs 柏 15:00 浜松 vs ルートイン

広島 広島市 猫田記念体育館 13:00 JAぎふ vs GSS東京 15:00 大野石油 vs 群馬銀行

静岡 浜松市 サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館） 12:00 柏 vs ルートイン 14:00 浜松 vs アランマーレ

広島 広島市 猫田記念体育館 12:00 群馬銀行 vs GSS東京 14:00 大野石油 vs JAぎふ

千葉 柏市 柏市中央体育館 12:00 柏 vs 群馬銀行 14:00 JAぎふ vs 浜松

長野 上田市 上田市自然運動公園総合体育館 13:00 アランマーレ vs 大野石油 15:00 ルートイン vs GSS東京

千葉 柏市 柏市中央体育館 12:00 柏 vs GSS東京

長野 上田市 上田市自然運動公園総合体育館 12:00 大野石油 vs 浜松 14:00 ルートイン vs アランマーレ

長野 北佐久郡 軽井沢風越公園総合体育館 13:00 群馬銀行 vs 浜松 15:00 GSS東京 vs アランマーレ

岐阜 美濃加茂市 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 13:00 JAぎふ vs 柏 15:00 大野石油 vs ルートイン V.TV

長野 北佐久郡 軽井沢風越公園総合体育館 12:00 群馬銀行 vs アランマーレ 14:00 GSS東京 vs 浜松

岐阜 美濃加茂市 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 13:00 JAぎふ vs ルートイン V.TV

群馬 前橋市 ヤマト市民体育館前橋（前橋市民体育館） 13:00 JAぎふ vs アランマーレ 15:00 群馬銀行 vs ルートイン

千葉 柏市 柏市中央体育館 13:00 柏 vs 浜松 15:00 大野石油 vs GSS東京 V.TV

群馬 前橋市 ヤマト市民体育館前橋（前橋市民体育館） 12:00 群馬銀行 vs JAぎふ

千葉 柏市 柏市中央体育館 12:00 柏 vs 大野石油 V.TV

山形 天童市 山形県総合運動公園総合体育館 13:00 アランマーレ vs 大野石油 15:00 JAぎふ vs GSS東京

静岡 浜松市 サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館） 13:00 群馬銀行 vs ルートイン 15:00 浜松 vs 柏

山形 天童市 山形県総合運動公園総合体育館 12:00 アランマーレ vs GSS東京 14:00 JAぎふ vs 大野石油

静岡 浜松市 サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館） 12:00 群馬銀行 vs 柏 14:00 浜松 vs ルートイン

長野 千曲市 ことぶきアリーナ千曲（更埴体育館） 10:00 GSS東京 vs 柏 12:00 ルートイン vs 大野石油

岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ（岐阜アリーナ） 13:00 JAぎふ vs 浜松 15:00 群馬銀行 vs アランマーレ

26 日 岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ（岐阜アリーナ） 12:00 アランマーレ vs 浜松 14:00 JAぎふ vs 群馬銀行 V.TV

山形 酒田市 酒田市国体記念体育館 13:00 アランマーレ vs 柏 15:00 JAぎふ vs ルートイン

群馬 前橋市 ヤマト市民体育館前橋（前橋市民体育館） 13:00 大野石油 vs 浜松 15:00 群馬銀行 vs GSS東京

山形 酒田市 酒田市国体記念体育館 12:00 柏 vs ルートイン 14:00 アランマーレ vs JAぎふ

群馬 前橋市 ヤマト市民体育館前橋（前橋市民体育館） 12:00 大野石油 vs GSS東京 14:00 群馬銀行 vs 浜松

8 土 広島 広島市 猫田記念体育館 11:00 アランマーレ vs ルートイン 13:00 GSS東京 vs 浜松 15:00 大野石油 vs 柏

9 日 広島 広島市 猫田記念体育館 10:00 GSS東京 vs ルートイン 12:00 JAぎふ vs 柏 14:00 大野石油 vs 群馬銀行 V.TV

【日程】2019-20 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN 2019年11月15日

■V・レギュラーラウンド
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JAぎふ：JAぎふリオレーナ、群馬銀行：群馬銀行グリーンウイングス、アランマーレ：プレステージ・インターナショナルアランマーレ、大野石油：大野石油広島オイラーズ
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GSS東京：GSS東京サンビームズ、柏：柏エンゼルクロス、浜松：ブレス浜松、ルートイン：ルートインホテルズブリリアントアリーズ
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※チーム名の赤字はホームチーム　　　※放送欄の「V.TV」はオンデマンド配信　　　※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


