
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 開始時間

京都 舞鶴市 舞鶴文化公園体育館 11:00 奈良 vs 千葉 13:30 トヨタ自動車 vs 東京V 16:00 クボタ vs 長野GR

福岡 久留米市 久留米総合スポーツセンター 13:00 福岡WS vs トヨタモビリティ 15:00 警視庁 vs 近畿

京都 舞鶴市 舞鶴文化公園体育館 11:00 東京V vs 長野GR 13:30 クボタ vs 千葉 16:00 奈良 vs トヨタ自動車

福岡 久留米市 久留米総合スポーツセンター 12:00 福岡WS vs 警視庁 14:00 近畿 vs トヨタモビリティ

12 土 千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 10:30 警視庁 vs トヨタモビリティ 13:00 千葉 vs トヨタ自動車 15:30 東京V vs 近畿

13 日 千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 10:30 近畿 vs 長野GR 13:00 千葉 vs 警視庁 15:30 奈良 vs 東京V

19 土 長野 長野市 信州新町体育館 13:00 長野GR vs トヨタ自動車 15:00 奈良 vs 警視庁

20 日 長野 長野市 信州新町体育館 11:00 長野GR vs トヨタモビリティ 13:00 トヨタ自動車 vs 警視庁

東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 11:00 長野GR vs トヨタモビリティ 13:00 奈良 vs 警視庁 15:00 東京V vs 千葉

愛知 みよし市 三好公園総合体育館 13:00 トヨタ自動車 vs 福岡WS 15:00 クボタ vs 近畿

東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 11:00 警視庁 vs 長野GR 13:00 奈良 vs 千葉 15:00 東京V vs トヨタモビリティ

愛知 みよし市 三好公園総合体育館 11:00 トヨタ自動車 vs クボタ 13:00 近畿 vs 福岡WS

東京 板橋区 板橋区立上板橋体育館 13:00 警視庁 vs 千葉 15:00 トヨタモビリティ vs 東京V

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs クボタ

岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ（岐阜アリーナ） 13:00 トヨタ自動車 vs 近畿

京都 舞鶴市 舞鶴文化公園体育館 13:00 奈良 vs 福岡WS

東京 板橋区 板橋区立上板橋体育館 12:00 警視庁 vs 東京V 14:00 トヨタモビリティ vs 千葉

長野 須坂市 須坂市市民体育館 11:00 長野GR vs クボタ

岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ（岐阜アリーナ） 13:00 トヨタ自動車 vs 近畿

京都 舞鶴市 舞鶴文化公園体育館 13:00 奈良 vs 福岡WS

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs クボタ 15:00 トヨタ自動車 vs トヨタモビリティ

大阪 東大阪市 近畿大学記念会館 13:00 近畿 vs 福岡WS 15:00 東京V vs 千葉

奈良 磯城郡 田原本中央体育館 13:00 奈良 vs 長野GR

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 12:00 警視庁 vs トヨタモビリティ 14:00 トヨタ自動車 vs クボタ

大阪 東大阪市 近畿大学記念会館 12:00 近畿 vs 千葉 14:00 東京V vs 長野GR

奈良 磯城郡 田原本中央体育館 13:00 奈良 vs 福岡WS

9 月・祝 大阪 東大阪市 近畿大学記念会館 10:00 千葉 vs 長野GR 12:00 東京V vs 福岡WS 14:00 近畿 vs 奈良

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs 警視庁 15:00 近畿 vs トヨタモビリティ

大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs 奈良

福岡 田川市 田川市総合体育館 13:00 福岡WS vs 千葉 15:00 トヨタ自動車 vs 東京V

長野 須坂市 須坂市市民体育館 11:00 長野GR vs 近畿 13:00 警視庁 vs トヨタモビリティ

大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs 奈良

福岡 田川市 田川市総合体育館 12:00 福岡WS vs トヨタ自動車 14:00 東京V vs 千葉

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs トヨタモビリティ

東京 板橋区 板橋区立小豆沢体育館 13:00 警視庁 vs 福岡WS 15:00 東京V vs クボタ

愛知 豊田市 トヨタスポーツセンター 13:00 トヨタ自動車 vs 長野GR 15:00 奈良 vs 近畿

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs クボタ

東京 板橋区 板橋区立小豆沢体育館 12:00 トヨタモビリティ vs 福岡WS 14:00 東京V vs 警視庁

愛知 豊田市 トヨタスポーツセンター 11:00 トヨタ自動車 vs 近畿 13:00 奈良 vs 長野GR

三重 鈴鹿市 AGF鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館） 12:00 （　ヴィアティン vs 大同特殊鋼　） 14:00 トヨタ自動車 vs 千葉

兵庫 明石市 明石中央体育会館 13:00 （　デルフィーノ vs つくば　） 15:00 クボタ vs 福岡WS

三重 鈴鹿市 AGF鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館） 12:00 （　ヴィアティン vs つくば　） 14:00 トヨタ自動車 vs 東京V

兵庫 明石市 明石中央体育会館 13:00 （　デルフィーノ vs 大同特殊鋼　） 15:00 長野GR vs 福岡WS

東京 武蔵野市 武蔵野総合体育館 11:00 奈良 vs 千葉 13:00 警視庁 vs 近畿 15:00 トヨタモビリティ vs トヨタ自動車

大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 13:00 クボタ vs 東京V 15:00 長野GR vs 福岡WS

東京 武蔵野市 武蔵野総合体育館 11:00 トヨタ自動車 vs 奈良 13:00 警視庁 vs 千葉 15:00 トヨタモビリティ vs 近畿

大阪 大阪市 住吉スポーツセンター 12:00 東京V vs 長野GR 14:00 クボタ vs 福岡WS

東京 稲城市 稲城市総合体育館 13:00 東京V vs 奈良

兵庫 尼崎市 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） 13:00 クボタ vs トヨタ自動車 15:00 警視庁 vs 近畿

福岡 福岡市 福岡市民体育館 13:00 福岡WS vs 長野GR 15:00 千葉 vs トヨタモビリティ

東京 稲城市 稲城市総合体育館 13:00 東京V vs 奈良

兵庫 尼崎市 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） 12:00 トヨタ自動車 vs 警視庁 14:00 クボタ vs 近畿

福岡 福岡市 福岡市民体育館 12:00 福岡WS vs トヨタモビリティ 14:00 千葉 vs 長野GR

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs 福岡WS 15:30 警視庁 vs 長野GR

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）（サブアリーナ） 13:00 クボタ vs トヨタモビリティ 15:00 奈良 vs 近畿

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs 長野GR 15:30 警視庁 vs 福岡WS

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）（サブアリーナ） 12:00 奈良 vs トヨタモビリティ 14:00 クボタ vs 近畿

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 13:00 警視庁 vs 東京V 15:00 トヨタ自動車 vs 福岡WS

大阪 東大阪市 近畿大学記念会館 13:00 近畿 vs 千葉 15:00 長野GR vs トヨタモビリティ

奈良 奈良市 ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 13:00 奈良 vs クボタ

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 12:00 警視庁 vs トヨタ自動車 14:00 東京V vs 福岡WS

大阪 東大阪市 近畿大学記念会館 12:00 近畿 vs 長野GR 14:00 クボタ vs 千葉

奈良 奈良市 ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 13:00 奈良 vs トヨタモビリティ

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 長野GR vs 奈良 15:00 トヨタ自動車 vs トヨタモビリティ

福岡 福岡市 福岡市立南体育館 13:00 福岡WS vs クボタ 15:00 東京V vs 近畿

長野 須坂市 須坂市市民体育館 11:00 長野GR vs トヨタ自動車 13:00 奈良 vs トヨタモビリティ

福岡 福岡市 福岡市立南体育館 12:00 福岡WS vs 近畿 14:00 東京V vs クボタ

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs トヨタ自動車 15:30 奈良 vs 警視庁

東京 中野区 キリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）（サブアリーナ） 13:00 東京V vs 近畿 15:00 トヨタモビリティ vs クボタ

千葉 千葉市 千葉公園スポーツ施設体育館 13:00 千葉 vs 近畿 15:30 トヨタ自動車 vs 奈良

東京 中野区 キリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）（サブアリーナ） 12:00 警視庁 vs クボタ 14:00 トヨタモビリティ vs 東京V

茨城 つくば市 つくばカピオ 11:00 千葉 vs 福岡WS 13:30 （　つくば vs 富士通　）

埼玉 坂戸市 坂戸市民総合運動公園体育館 13:00 （　埼玉 vs 大同特殊鋼　） 15:00 クボタ vs トヨタモビリティ

茨城 つくば市 つくばカピオ 11:00 東京V vs 福岡WS 13:30 （　つくば vs 大同特殊鋼　）

埼玉 坂戸市 坂戸市民総合運動公園体育館 12:00 （　埼玉 vs 富士通　） 14:00 警視庁 vs クボタ
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＜参加チーム＞　トヨタ自動車：トヨタ自動車サンホークス、奈良：奈良ドリーマーズ、警視庁：警視庁フォートファイターズ、東京V：東京ヴェルディ、クボタ：クボタスピアーズ、千葉：千葉ZELVA、近畿：近畿クラブスフィーダ、長野GR：長野GaRons、トヨタモビリティ：トヨタモビリティ東京スパークル、福岡WS：福岡ウイニングスピリッツ

【日程】2022-23 V.LEAGUE DIVISION3 MEN 2022年8月10日
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