
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

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 13:00 日立Astemo vs KUROBE
神奈川 川崎市 とどろきアリーナ 15:00 NEC vs 埼玉上尾
石川 輪島市 一本松総合運動公園体育館サン・アリーナ 14:00 PFU vs 東レ
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 JT vs デンソー
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:05 岡山 vs 姫路
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 14:05 久光 vs トヨタ車体 GAORA
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 13:00 日立Astemo vs KUROBE

神奈川 川崎市 とどろきアリーナ 13:00 NEC vs 埼玉上尾
石川 輪島市 一本松総合運動公園体育館サン・アリーナ 14:00 PFU vs 東レ
大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 JT vs デンソー
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs 姫路
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 13:05 久光 vs トヨタ車体 GAORA
岩手 陸前高田市 総合交流センター（夢アリーナたかた） 13:00 埼玉上尾 vs PFU
富山 黒部市 黒部市総合体育センター 13:00 KUROBE vs 姫路
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 トヨタ車体 vs NEC
愛知 西尾市 西尾市総合体育館 13:00 デンソー vs 日立Astemo
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
兵庫 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園体育館） 14:05 久光 vs 岡山 フジテレビNEXT
岩手 陸前高田市 総合交流センター（夢アリーナたかた） 11:00 埼玉上尾 vs PFU
富山 黒部市 黒部市総合体育センター 13:00 KUROBE vs 姫路
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 トヨタ車体 vs NEC
愛知 西尾市 西尾市総合体育館 13:00 デンソー vs 日立Astemo
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
兵庫 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園体育館） 13:05 久光 vs 岡山 フジテレビNEXT

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 デンソー vs KUROBE
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 ）
石川 金沢市 金沢市総合体育館 12:00 PFU vs トヨタ車体
兵庫 加古川市 加古川市立総合体育館 13:00 JT vs 埼玉上尾
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs 久光

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 デンソー vs KUROBE
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 ）
石川 金沢市 金沢市総合体育館 14:00 PFU vs トヨタ車体
兵庫 加古川市 加古川市立総合体育館 13:00 JT vs 埼玉上尾
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs 久光

神奈川 平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 15:00 NEC vs 姫路
富山 砺波市 富山県西部体育センター 13:00 KUROBE vs 久光
石川 金沢市 金沢市総合体育館 14:00 東レ vs デンソー
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 トヨタ車体 vs JT
京都 京都市 京都市体育館 14:00 埼玉上尾 vs 日立Astemo
岡山 赤磐市 山陽ふれあい公園総合体育館 13:30 岡山 vs PFU

神奈川 平塚市 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 13:00 NEC vs 姫路
富山 砺波市 富山県西部体育センター 14:00 KUROBE vs 久光
石川 金沢市 金沢市総合体育館 13:00 東レ vs デンソー
愛知 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 13:00 トヨタ車体 vs JT
京都 京都市 京都市体育館 13:00 埼玉上尾 vs 日立Astemo
岡山 赤磐市 山陽ふれあい公園総合体育館 13:30 岡山 vs PFU
千葉 船橋市 船橋アリーナ（船橋市総合体育館） 15:00 NEC vs デンソー
東京 大田区 大田区総合体育館 14:00 埼玉上尾 vs 姫路
福井 あわら市 トリムパークかなづ 14:00 PFU vs 日立Astemo
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 JT vs KUROBE 14:00 岡山 vs トヨタ車体
宮崎 宮崎市 宮崎市総合体育館 14:00 久光 vs 東レ
千葉 船橋市 船橋アリーナ（船橋市総合体育館） 13:00 NEC vs デンソー
東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 埼玉上尾 vs 姫路
福井 あわら市 トリムパークかなづ 14:00 PFU vs 日立Astemo
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 JT vs KUROBE 14:00 岡山 vs トヨタ車体
宮崎 宮崎市 宮崎市総合体育館 13:00 久光 vs 東レ

北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 13:05 デンソー vs トヨタ車体 北海道文化放送/フジテレビNEXT

茨城 日立市 日立市池の川さくらアリーナ 11:00 （　つくば vs きんでん　） 14:00 日立Astemo vs 岡山
東京 世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 15:00 NEC vs KUROBE
石川 小松市 小松総合体育館 14:00 PFU vs 久光
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　）
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 12:05 姫路 vs JT GAORA

北海道 札幌市 北ガスアリーナ札幌46（札幌市中央体育館） 13:05 デンソー vs トヨタ車体 フジテレビNEXT
茨城 日立市 日立市池の川さくらアリーナ 11:00 （　つくば vs きんでん　） 14:00 日立Astemo vs 岡山
東京 世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 13:00 NEC vs KUROBE
石川 小松市 小松総合体育館 14:00 PFU vs 久光
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　）
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:05 姫路 vs JT GAORA
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 アイシン　） 14:00 日立Astemo vs 姫路
埼玉 上尾市 上尾市民体育館 中止 埼玉上尾 vs KUROBE
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 12:00 デンソー vs 岡山 15:00 NEC vs PFU
滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 14:05 東レ vs トヨタ車体 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） 11:05 JT vs 久光 14:35 （　JT広島 vs 東レ　） フジテレビNEXT
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 サフィルヴァ　） 14:00 日立Astemo vs 姫路
埼玉 上尾市 上尾市民体育館 中止 埼玉上尾 vs KUROBE
愛知 岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 12:00 デンソー vs 岡山 15:00 NEC vs PFU
滋賀 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 13:05 東レ vs トヨタ車体 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） 12:30 JT vs 久光 16:00 （　JT広島 vs 東レ　）

13 金 神奈川 川崎市 とどろきアリーナ 19:00 NEC vs JT
神奈川 川崎市 とどろきアリーナ 15:00 NEC vs JT
石川 白山市 松任総合運動公園体育館 14:00 PFU vs KUROBE
三重 四日市市 四日市市総合体育館 13:00 トヨタ車体 vs 埼玉上尾

鹿児島 薩摩川内市 サンアリーナせんだい（薩摩川内市総合運動公園総合体育館） 15:00 姫路 vs デンソー
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:05 岡山 vs 東レ
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 14:00 久光 vs 日立Astemo
石川 白山市 松任総合運動公園体育館 14:00 PFU vs KUROBE
三重 四日市市 四日市市総合体育館 13:00 トヨタ車体 vs 埼玉上尾

鹿児島 薩摩川内市 サンアリーナせんだい（薩摩川内市総合運動公園総合体育館） 13:00 姫路 vs デンソー
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs 東レ
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 13:00 久光 vs 日立Astemo
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【日程】2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 2023年1月6日

■V・レギュラーラウンド                                                                                                                                
開催日 開催地 第1試合 第2試合 放送

福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館（郡山総合体育館） 13:00 デンソー vs PFU
東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 JT vs 日立Astemo
岐阜 岐阜市 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム 12:00 （　JAぎふ vs アランマーレ ） 15:05 東レ vs NEC GAORA②
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 12:05 姫路 vs トヨタ車体
岡山 笠岡市 笠岡総合体育館 13:30 岡山 vs KUROBE
福岡 福岡市 照葉積水ハウスアリーナ（福岡市総合体育館） 14:00 久光 vs 埼玉上尾
福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館（郡山総合体育館） 13:00 デンソー vs PFU
東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 JT vs 日立Astemo
岐阜 岐阜市 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム 12:00 （　JAぎふ vs GSS東京　） 15:05 東レ vs NEC GAORA②
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:05 姫路 vs トヨタ車体
岡山 笠岡市 笠岡総合体育館 14:05 岡山 vs KUROBE
福岡 福岡市 照葉積水ハウスアリーナ（福岡市総合体育館） 13:00 久光 vs 埼玉上尾
岩手 紫波町 紫波町総合体育館 12:00 PFU vs 姫路
埼玉 さいたま市 サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館） 14:00 埼玉上尾 vs デンソー
東京 大田区 大田区総合体育館 15:05 NEC vs 久光 フジテレビNEXT
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
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs JT
愛媛 松山市 愛媛県武道館 14:00 東レ vs KUROBE
岩手 紫波町 紫波町総合体育館 12:00 PFU vs 姫路
埼玉 さいたま市 サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館） 13:00 埼玉上尾 vs デンソー
東京 大田区 大田区総合体育館 13:05 NEC vs 久光 フジテレビNEXT
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
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs JT
愛媛 松山市 愛媛県武道館 13:00 東レ vs KUROBE
茨城 日立市 日立市池の川さくらアリーナ 13:00 日立Astemo vs NEC
埼玉 上尾市 埼玉県立武道館 14:00 埼玉上尾 vs 岡山
富山 魚津市 ありそドーム（魚津テクノスポーツドーム） 13:00 KUROBE vs トヨタ車体
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 調整中 姫路 vs 東レ
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 14:00 久光 vs デンソー
宮崎 宮崎市 宮崎市総合体育館 13:00 JT vs PFU
茨城 日立市 日立市池の川さくらアリーナ 13:00 日立Astemo vs NEC
埼玉 上尾市 埼玉県立武道館 13:00 埼玉上尾 vs 岡山
富山 魚津市 ありそドーム（魚津テクノスポーツドーム） 13:00 KUROBE vs トヨタ車体
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 調整中 姫路 vs 東レ
佐賀 佐賀市 SAGAプラザ総合体育館（佐賀県総合体育館） 13:00 久光 vs デンソー
宮崎 宮崎市 宮崎市総合体育館 13:00 JT vs PFU

11 土 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs NEC
12 日 岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 13:30 岡山 vs NEC

東京 大田区 大田区総合体育館 13:00 NEC vs 日立Astemo 16:00 PFU vs トヨタ車体
富山 黒部市 黒部市総合体育センター 12:00 KUROBE vs 埼玉上尾 14:30 デンソー vs 姫路
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 久光 15:00 JT vs 岡山 GAORA
東京 大田区 大田区総合体育館 12:00 NEC vs PFU 15:00 日立Astemo vs トヨタ車体
富山 黒部市 黒部市総合体育センター 12:00 KUROBE vs 姫路 14:30 埼玉上尾 vs デンソー
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 JT 15:00 久光 vs 岡山 GAORA
福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館（郡山総合体育館） 12:00 デンソー vs KUROBE 15:00 日立Astemo vs PFU
三重 四日市市 四日市市総合体育館 12:00 トヨタ車体 vs 久光 14:30 東レ vs NEC
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs JT 16:00 埼玉上尾 vs 岡山
福島 郡山市 宝来屋郡山総合体育館（郡山総合体育館） 12:00 デンソー vs PFU 15:00 日立Astemo vs KUROBE
三重 四日市市 四日市市総合体育館 12:00 トヨタ車体 vs 東レ 14:30 久光 vs NEC
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs 岡山 16:00 JT vs 埼玉上尾
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 久光 vs PFU 14:00 日立Astemo vs 東レ
埼玉 上尾市 埼玉県立武道館 13:00 埼玉上尾 vs 姫路 16:00 NEC vs トヨタ車体
兵庫 尼崎市 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） 13:00 JT vs KUROBE 15:30 デンソー vs 岡山
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 東レ vs PFU 14:00 日立Astemo vs 久光
埼玉 上尾市 埼玉県立武道館 12:00 NEC vs 姫路 15:00 埼玉上尾 vs トヨタ車体
兵庫 尼崎市 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） 13:00 JT vs デンソー 15:30 岡山 vs KUROBE
愛知 豊田市 スカイホール豊田（豊田市総合体育館） 12:00 トヨタ車体 vs デンソー 14:30 東レ vs KUROBE
兵庫 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園体育館） 12:00 久光 vs 姫路 15:00 埼玉上尾 vs 日立Astemo
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 JT vs NEC 14:00 岡山 vs PFU GAORA
愛知 豊田市 スカイホール豊田（豊田市総合体育館） 12:00 トヨタ車体 vs KUROBE 14:30 東レ vs デンソー
兵庫 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園体育館） 13:00 久光 vs 埼玉上尾
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 JT vs PFU 14:00 岡山 vs NEC GAORA
石川 金沢市 金沢市総合体育館 14:00 PFU vs KUROBE
愛知 西尾市 西尾市総合体育館 12:00 デンソー vs 久光 15:00 JT vs 日立Astemo
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 東レ vs 姫路 14:00 岡山 vs トヨタ車体
石川 金沢市 金沢市総合体育館 12:00 NEC vs KUROBE 14:30 PFU vs 埼玉上尾
愛知 西尾市 西尾市総合体育館 12:00 デンソー vs 日立Astemo 15:00 久光 vs JT
岡山 岡山市 ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド体育館） 11:00 トヨタ車体 vs 姫路 14:00 岡山 vs 東レ
埼玉 深谷市 深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル） 13:00 埼玉上尾 vs 東レ 16:00 NEC vs デンソー
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs PFU 16:00 日立Astemo vs 岡山
埼玉 深谷市 深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル） 11:00 久光 vs KUROBE 14:00 埼玉上尾 vs NEC
兵庫 姫路市 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 13:00 姫路 vs 日立Astemo 16:00 JT vs トヨタ車体

　　　 　　　
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 群馬 高崎市 高崎アリーナ 調整中 RR優勝チーム vs RR４位チーム 調整中 RR２位チーム vs RR３位チーム
9 日 群馬 高崎市 高崎アリーナ 調整中 RR優勝チーム vs RR２位チーム 調整中 RR３位チーム vs RR４位チーム
15 土 愛知 豊田市 スカイホール豊田（豊田市総合体育館） 調整中 RR優勝チーム vs RR３位チーム 調整中 RR２位チーム vs RR４位チーム

　　　
年 月 日 曜日 都道府県 市区町村 会場名 開始時間

2023 4 22 土 東京 渋谷区 国立代々木競技場 第一体育館 調整中 vs
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■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

日

18 土

19 日

25 土

日立Astemo：日立Astemoリヴァーレ、PFU：PFUブルーキャッツ、岡山：岡山シーガルズ、トヨタ車体：トヨタ車体クインシーズ、姫路：ヴィクトリーナ姫路、KUROBE：KUROBEアクアフェアリーズ

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　　　※放送の①は第1試合のみ、②は第2試合のみ　　　※V.TV イージースポーツで全試合ライブ配信

＜参加チーム＞
久光：久光スプリングス、JT：JTマーヴェラス、東レ：東レアローズ、NEC：NECレッドロケッツ、埼玉上尾：埼玉上尾メディックス、デンソー：デンソーエアリービーズ

放送

2023 4

　　※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 放送
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