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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

17 土 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） 12:00 （　日立 vs 姫路　） 15:00 つくば vs 埼玉 V.TV
18 日 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） 12:00 （　日立 vs トヨタ車体　） 15:00 つくば vs きんでん V.TV
24 土 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 長野GR vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs ヴィアティン V.TV
25 日 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 長野GR vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs ヴィアティン V.TV
31 土 茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館 12:00 富士通 vs デルフィーノ 14:00 つくば vs ヴィアティン V.TV
1 日 茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館 12:00 ヴィアティン vs デルフィーノ 14:00 つくば vs 富士通 V.TV
7 土 北海道 砂川市 砂川市総合体育館 10:00 つくば vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs デルフィーノ V.TV
8 日 北海道 砂川市 砂川市総合体育館 10:00 デルフィーノ vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs つくば V.TV
14 土 神奈川 川崎市 【リモートマッチ】カルッツかわさき 11:00 デルフィーノ vs 長野GR 13:00 大同特殊鋼 vs きんでん 15:00 富士通 vs 東京V V.TV
15 日 神奈川 川崎市 【リモートマッチ】カルッツかわさき 11:00 ヴォレアス vs 長野GR 13:00 きんでん vs デルフィーノ 15:00 富士通 vs 大同特殊鋼 V.TV

長野 須坂市 【リモートマッチ】須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs ヴィアティン 16:00 東京V vs サフィルヴァ V.TV
宮崎 都城市 【リモートマッチ】早水公園体育文化センター 12:00 大同特殊鋼 vs 富士通 14:00 ヴォレアス vs きんでん V.TV
長野 須坂市 【リモートマッチ】須坂市市民体育館 11:00 長野GR vs 東京V 13:00 ヴィアティン vs サフィルヴァ V.TV
宮崎 都城市 【リモートマッチ】早水公園体育文化センター 11:00 大同特殊鋼 vs ヴォレアス 13:00 富士通 vs きんでん V.TV
北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46 12:00 （　デンソー vs NEC　） 17:00 サフィルヴァ vs ヴォレアス V.TV
埼玉 坂戸市 坂戸市民総合運動公園体育館 14:00 埼玉 vs 富士通 V.TV
東京 多摩市 【リモートマッチ】多摩市立総合体育館 13:00 きんでん vs 長野GR 15:00 東京V vs つくば V.TV
北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46 11:00 （　デンソー vs 埼玉上尾　） 16:00 サフィルヴァ vs ヴォレアス V.TV
埼玉 坂戸市 坂戸市民総合運動公園体育館 14:00 埼玉 vs 富士通 V.TV
東京 多摩市 【リモートマッチ】多摩市立総合体育館 12:00 つくば vs 長野GR 14:00 東京V vs きんでん V.TV
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） 12:00 大同特殊鋼 vs デルフィーノ 15:00 ヴォレアス vs 埼玉 V.TV
奈良 大和郡山市 【リモートマッチ】大和郡山市総合公園施設多目的体育館（金魚スクエア） 13:00 富士通 vs サフィルヴァ 15:00 きんでん vs 東京V V.TV
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 埼玉 vs デルフィーノ 13:30 ヴォレアス vs 大同特殊鋼 V.TV
奈良 大和郡山市 【リモートマッチ】大和郡山市総合公園施設多目的体育館（金魚スクエア） 11:00 東京V vs サフィルヴァ 13:00 きんでん vs 富士通 V.TV
埼玉 三郷市 三郷市総合体育館 14:00 埼玉 vs 長野GR V.TV
三重 四日市市 【リモートマッチ】四日市市総合体育館 12:00 東京V vs デルフィーノ 15:00 ヴィアティン vs 大同特殊鋼 V.TV
埼玉 三郷市 三郷市総合体育館 14:00 埼玉 vs つくば V.TV
三重 四日市市 【リモートマッチ】四日市市総合体育館 11:00 東京V vs デルフィーノ 14:00 ヴィアティン vs 大同特殊鋼 V.TV
北海道 上川郡 【中止】鷹栖町総合体育館 中止 ヴォレアス vs 東京V V.TV
三重 津市 【中止】津市久居総合体育館 中止 大同特殊鋼 vs つくば 中止 ヴィアティン vs 埼玉 V.TV
北海道 上川郡 【中止】鷹栖町総合体育館 中止 ヴォレアス vs 東京V V.TV
三重 津市 【中止】津市久居総合体育館 中止 埼玉 vs 大同特殊鋼 中止 ヴィアティン vs つくば V.TV
茨城 つくば市 【リモートマッチ】つくばカピオ 12:00 富士通 vs 東京V 14:00 つくば vs 大同特殊鋼 V.TV
長野 須坂市 【リモートマッチ】須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs ヴィアティン 中止 きんでん vs サフィルヴァ V.TV
茨城 つくば市 【リモートマッチ】つくばカピオ 13:00 つくば vs 東京V V.TV
長野 須坂市 【リモートマッチ】須坂市市民体育館 中止 長野GR vs きんでん 中止 ヴィアティン vs サフィルヴァ V.TV
北海道 札幌市 【中止】北ガスアリーナ札幌46 中止 サフィルヴァ vs 大同特殊鋼 V.TV
東京 立川市 【リモートマッチ】立川市泉市民体育館 13:00 富士通 vs 長野GR 中止 東京V vs ヴィアティン V.TV
兵庫 西脇市 【リモートマッチ】西脇市総合市民センター 13:00 デルフィーノ vs つくば V.TV
和歌山 和歌山市 【中止】和歌山県立体育館 中止 きんでん vs 埼玉 V.TV
北海道 札幌市 【中止】北ガスアリーナ札幌46 中止 サフィルヴァ vs 大同特殊鋼 V.TV
東京 立川市 【リモートマッチ】立川市泉市民体育館 12:00 富士通 vs ヴィアティン 中止 東京V vs 長野GR V.TV
兵庫 西脇市 【リモートマッチ】西脇市総合市民センター 13:00 デルフィーノ vs 埼玉 V.TV
和歌山 和歌山市 【中止】和歌山県立体育館 中止 きんでん vs つくば V.TV
神奈川 川崎市 【リモートマッチ】カルッツかわさき 中止 埼玉 vs 東京V 15:00 富士通 vs つくば V.TV
三重 鈴鹿市 【リモートマッチ】AGF鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館） 中止 大同特殊鋼 vs きんでん 14:00 ヴィアティン vs デルフィーノ V.TV
神奈川 川崎市 【リモートマッチ】カルッツかわさき 11:00 埼玉 vs 長野GR 13:00 富士通 vs ヴォレアス V.TV
三重 鈴鹿市 【リモートマッチ】AGF鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館） 13:00 大同特殊鋼 vs デルフィーノ V.TV
埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 14:00 埼玉 vs ヴィアティン 16:00 きんでん vs サフィルヴァ V.TV
東京 稲城市 【リモートマッチ】稲城市総合体育館 13:00 東京V vs 大同特殊鋼 V.TV
長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs つくば 16:00 富士通 vs デルフィーノ V.TV
埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 13:00 埼玉 vs サフィルヴァ 15:00 ヴィアティン vs きんでん V.TV
東京 稲城市 【リモートマッチ】稲城市総合体育館 13:00 東京V vs 大同特殊鋼 V.TV
長野 須坂市 須坂市市民体育館 11:00 長野GR vs 富士通 13:00 つくば vs デルフィーノ V.TV
北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46 14:00 ヴォレアス vs つくば 16:00 サフィルヴァ vs デルフィーノ V.TV
愛知 知多市 【リモートマッチ】メディアス体育館ちた 13:00 大同特殊鋼 vs 長野GR V.TV
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 ヴィアティン V.TV
北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46 12:00 ヴォレアス vs デルフィーノ 14:00 サフィルヴァ vs つくば V.TV
愛知 知多市 【リモートマッチ】メディアス体育館ちた 13:00 大同特殊鋼 vs 長野GR V.TV
大阪 岸和田市 【リモートマッチ】岸和田市総合体育館 11:00 きんでん vs 埼玉 V.TV
三重 津市 【リモートマッチ】津市久居総合体育館 12:00 埼玉 vs 東京V 15:00 ヴィアティン vs 富士通 V.TV
兵庫 西脇市 西脇市総合市民センター 13:00 ヴォレアス vs きんでん 15:00 デルフィーノ vs 長野GR V.TV
三重 津市 【リモートマッチ】津市久居総合体育館 11:00 埼玉 vs 大同特殊鋼 14:00 ヴィアティン vs 東京V V.TV
兵庫 西脇市 西脇市総合市民センター 12:00 ヴォレアス vs 長野GR 14:00 デルフィーノ vs きんでん V.TV

6 土 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 富士通 vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs 埼玉 V.TV
7 日 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 埼玉 vs サフィルヴァ 13:30 ヴォレアス vs 富士通 V.TV

※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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