
10 土 茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館） 11:00 警視庁 VS ガロンズ 13:00 埼玉 VS 大同特殊鋼 15:00 つくば VS 東京ヴェルディ

11 日 茨城 土浦市 霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館） 11:00 トヨタ自動車 VS きんでん 13:00 警視庁 VS 埼玉 15:00 つくば VS 富士通

16 金 東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 19:00 東京ヴェルディ VS 警視庁

東京 日野市 日野市市民の森ふれあいホール 13:00 ガロンズ VS つくば 16:00 東京ヴェルディ VS 埼玉

岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ 13:00 富士通 VS きんでん 15:00 トヨタ自動車 VS 大同特殊鋼

18 日 岐阜 岐阜市 OKBぎふ清流アリーナ 11:00 大同特殊鋼 VS きんでん 13:00 トヨタ自動車 VS 富士通

24 土 埼玉 加須市 騎西総合体育館（ふじアリーナ） 11:00 富士通 VS 東京ヴェルディ 13:00 つくば VS きんでん 15:00 埼玉 VS 警視庁

埼玉 加須市 騎西総合体育館（ふじアリーナ） 12:00 つくば VS 警視庁 14:00 埼玉 VS きんでん

愛知 名古屋市 大同特殊鋼星崎工場体育館 13:00 大同特殊鋼 VS 東京ヴェルディ 15:00 ガロンズ VS トヨタ自動車

1 土 三重 三重郡 川越町総合体育館（V3男子・同時開催） 11:00 ガロンズ VS きんでん 13:00 15:00

2 日 三重 三重郡 川越町立川越中学校体育館（V3男子・同時開催） 11:00 ガロンズ VS 大同特殊鋼 13:00 15:00

愛知 みよし市 三好公園総合体育館 12:00 つくば VS 富士通 14:00 トヨタ自動車 VS 東京ヴェルディ

奈良 大和郡山市  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 きんでん VS 警視庁

長野 須坂市 須坂市市民体育館 14:00 ガロンズ VS 大同特殊鋼

愛知 みよし市 三好公園総合体育館 12:00 トヨタ自動車 VS つくば

奈良 大和郡山市  大和郡山市総合公園施設多目的体育館(金魚スクエア) 12:00 きんでん VS 埼玉

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 ガロンズ VS 富士通

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 14:00 トヨタ自動車 VS 東京ヴェルディ 16:00 警視庁 VS 富士通

三重 四日市市 四日市市中央緑地体育館 13:00 大同特殊鋼 VS きんでん 15:00 埼玉 VS つくば

東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 13:00 富士通 VS 東京ヴェルディ 15:00 警視庁 VS トヨタ自動車

三重 四日市市 四日市市中央緑地体育館 12:00 大同特殊鋼 VS つくば 14:00 きんでん VS ガロンズ

神奈川 川崎市 カルッツかわさき 13:00 大同特殊鋼 VS 警視庁 15:00 富士通 VS きんでん

東京 立川市 立川市泉市民体育館 13:00 埼玉 VS つくば 15:00 東京ヴェルディ VS ガロンズ

神奈川 川崎市 カルッツかわさき 12:00 大同特殊鋼 VS トヨタ自動車 14:00 富士通 VS 埼玉

東京 立川市 立川市泉市民体育館 12:00 つくば VS ガロンズ 14:00 東京ヴェルディ VS きんでん

埼玉 川越市 川越運動公園総合体育館 13:00 富士通 VS 大同特殊鋼 15:00 埼玉 VS ガロンズ

茨城 つくば市 つくばカピオ 12:00 トヨタ自動車 VS きんでん 14:00 つくば VS 警視庁

埼玉 川越市 川越運動公園総合体育館 12:00 富士通 VS ガロンズ 14:00 埼玉 VS トヨタ自動車

茨城 つくば市 つくばカピオ 12:00 警視庁 VS 東京ヴェルディ 14:00 つくば VS きんでん

東京 武蔵野市 武蔵野総合体育館 13:00 大同特殊鋼 VS 東京ヴェルディ 15:00 警視庁 VS ガロンズ

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 13:00 トヨタ自動車 VS 埼玉 15:00 きんでん VS つくば

東京 武蔵野市 武蔵野総合体育館 12:00 大同特殊鋼 VS ガロンズ 14:00 警視庁 VS 東京ヴェルディ

和歌山 和歌山市 和歌山県立体育館 12:00 富士通 VS トヨタ自動車 14:00 きんでん VS 埼玉

長野 須坂市 須坂市市民体育館 14:00 ガロンズ VS トヨタ自動車

愛知 知多市 知多市民体育館 13:00 大同特殊鋼 VS 埼玉

大阪 岸和田市 岸和田市総合体育館 13:00 きんでん VS 東京ヴェルディ

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 ガロンズ VS トヨタ自動車

神奈川 川崎市 カルッツかわさき 13:00 富士通 VS つくば

愛知 知多市 知多市民体育館 13:00 大同特殊鋼 VS 埼玉

大阪 岸和田市 岸和田市総合体育館 12:00 きんでん VS 東京ヴェルディ

11 月 神奈川 川崎市 カルッツかわさき 12:00 富士通 VS 警視庁

埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 13:00 ガロンズ VS 東京ヴェルディ 15:00 埼玉 VS つくば

長崎 諫早市 とどろき体育館 12:00 警視庁 VS 大同特殊鋼 14:00 トヨタ自動車 VS きんでん

埼玉 熊谷市 熊谷市民体育館 12:00 つくば VS 東京ヴェルディ 14:00 埼玉 VS 富士通

長崎 諫早市 とどろき体育館 11:00 警視庁 VS きんでん 13:00 トヨタ自動車 VS 大同特殊鋼

長野 須坂市 須坂市市民体育館 13:00 大同特殊鋼 VS きんでん 15:00 ガロンズ VS 埼玉

東京 稲城市 稲城市総合体育館 13:00 富士通 VS 警視庁 15:00 東京ヴェルディ VS つくば

長野 須坂市 須坂市市民体育館 11:00 ガロンズ VS きんでん 13:00 つくば VS 大同特殊鋼

東京 稲城市 稲城市総合体育館 12:00 警視庁 VS トヨタ自動車 14:00 東京ヴェルディ VS 富士通

2 土 神奈川 川崎市 カルッツかわさき 11:00 つくば VS 警視庁 13:00 大同特殊鋼 VS 東京ヴェルディ 15:00 富士通 VS トヨタ自動車

3 日 神奈川 川崎市 カルッツかわさき 11:00 埼玉 VS 東京ヴェルディ 13:00 警視庁 VS ガロンズ 15:00 富士通 VS 大同特殊鋼

茨城 常総市 水海道総合体育館 11:00 富士通 VS ガロンズ 13:00 埼玉 VS 東京ヴェルディ 15:00 つくば VS トヨタ自動車

東京 葛飾区 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエイトホール
（V3男子・同時開催）

11:00 警視庁 VS 大同特殊鋼 13:00 15:00

茨城 常総市 水海道総合体育館 11:00 東京ヴェルディ VS トヨタ自動車 13:00 警視庁 VS きんでん 15:00 つくば VS ガロンズ

東京 葛飾区 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエイトホール
（V3男子・同時開催）

11:00 富士通 VS 大同特殊鋼 13:00 15:00

16 土 東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 11:00 富士通 VS きんでん 13:00 埼玉 VS ガロンズ 15:00 警視庁 VS トヨタ自動車

17 日 東京 東村山市 東村山市民スポーツセンター 11:00 つくば VS 大同特殊鋼 13:00 東京ヴェルディ VS ガロンズ 15:00 警視庁 VS 埼玉

会場調整中 トヨタ自動車 VS 埼玉 つくば VS トヨタ自動車 富士通 VS 埼玉

開始時間 開始時間 開始時間

■　体育館の太字はホームゲーム、
　　 チーム名の太字・斜体（赤字） はホームチーム
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富士通：富士通カワサキレッドスピリッツ 、  警視庁：警視庁フォートファイターズ 、 大同特殊鋼：大同特殊鋼レッドスター 、 トヨタ自動車：トヨタ自動車サンホークス 、 つくば：つくばユナイテッドSun GAIA 、
埼玉：埼玉アザレア 、 きんでん：きんでんトリニティーブリッツ 、 東京ヴェルディ：東京ヴェルディ 、 ガロンズ：長野GaRons

　2018-19 V.LEAGUE Division2(Ｖ２)MEN 　スケジュール　（2018.7.20現在）

年 月 日 曜日 開催地 会場 第1試合 第2試合 第3試合
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（V3男子：　奈良　VS　東京トヨペット　）
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（V3男子：　北海道　VS　奈良　） （V3男子：　近畿クラブ　VS　東京トヨペット　）

（V3男子：　奈良　VS　兵庫　） （V3男子：　北海道　VS　東京トヨペット　）

9 土

10 日

※ このスケジュール表は2018年7月20日現在のものとし、日程や試合会場、組合せは変更の

可能性がありますので、予めご了承ください。


