
節 開催日 キックオフ 会場

15:00 フウガドールすみだ vs. エスポラーダ北海道

17:15 Ｆリーグ選抜 vs. ヴォスクオーレ仙台

19:30 名古屋オーシャンズ vs. 湘南ベルマーレ

14:30 立川・府中アスレティックＦＣ vs. バサジィ大分

16:45 バルドラール浦安 vs. ボアルース長野

19:00 シュライカー大阪 vs. ペスカドーラ町田

5月31日(金) 19:00 バルドラール浦安 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 浦安市総合体育館

5月31日(金) 19:30 ヴォスクオーレ仙台 vs. シュライカー大阪 カメイアリーナ仙台

6月1日(土) 14:00 フウガドールすみだ vs. バサジィ大分 墨田区総合体育館

6月1日(土) 15:00 湘南ベルマーレ vs. ペスカドーラ町田 小田原アリーナ

6月2日(日) 11:30 Ｆリーグ選抜 vs. エスポラーダ北海道 武田テバオーシャンアリーナ

6月2日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. ボアルース長野 武田テバオーシャンアリーナ

6月8日(土) 14:00 湘南ベルマーレ vs. Ｆリーグ選抜 秋葉台文化体育館

6月8日(土) 16:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. ヴォスクオーレ仙台 アリーナ立川立飛

6月8日(土) 17:00 シュライカー大阪 vs. ボアルース長野 丸善インテックアリーナ大阪

6月9日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. バルドラール浦安 未定

6月9日(日) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. フウガドールすみだ 町田市立総合体育館

6月10日(月) 19：00 バサジィ大分 vs. 名古屋オーシャンズ べっぷアリーナ

6月14日(金) 19:30 フウガドールすみだ vs. Ｆリーグ選抜 墨田区総合体育館

6月15日(土) 12:00 ボアルース長野 vs. バサジィ大分 ことぶきアリーナ千曲

6月15日(土) 13:00 シュライカー大阪 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 丸善インテックアリーナ大阪

6月15日(土) 15:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. エスポラーダ北海道 仙台青葉体育館

6月16日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. ペスカドーラ町田 武田テバオーシャンアリーナ

6月17日(月) 19:00 バルドラール浦安 vs. 湘南ベルマーレ 浦安市総合体育館

6月22日(土) 15:00 湘南ベルマーレ vs. ヴォスクオーレ仙台 小田原アリーナ

6月23日(日) 11:30 シュライカー大阪 vs. エスポラーダ北海道 武田テバオーシャンアリーナ

6月23日(日) 14:00 Ｆリーグ選抜 vs. 名古屋オーシャンズ 武田テバオーシャンアリーナ

6月23日(日) 14:00 ペスカドーラ町田 vs. バサジィ大分 町田市立総合体育館

6月23日(日) 14:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. ボアルース長野 アリーナ立川立飛

6月24日(月) 19:30 フウガドールすみだ vs. バルドラール浦安 墨田区総合体育館

6月28日(金) 19:30 シュライカー大阪 vs. Ｆリーグ選抜

10:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. バルドラール浦安

12:15 バサジィ大分 vs. 湘南ベルマーレ

14:30 名古屋オーシャンズ vs. エスポラーダ北海道

16:45 立川・府中アスレティックＦＣ vs. ペスカドーラ町田

19:00 ボアルース長野 vs. フウガドールすみだ

6月28日(金) 17:00 バサジィ大分 vs. エスポラーダ北海道

10:00 シュライカー大阪 vs. バルドラール浦安

12:15 ペスカドーラ町田 vs. 湘南ベルマーレ

14:30 名古屋オーシャンズ vs. フウガドールすみだ

16:45 立川・府中アスレティックＦＣ vs. Ｆリーグ選抜

19:00 ボアルース長野 vs. ヴォスクオーレ仙台

7月6日(土) 13:00 シュライカー大阪 vs. 湘南ベルマーレ 丸善インテックアリーナ大阪

7月6日(土) 14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. フウガドールすみだ カメイアリーナ仙台

7月6日(土) 15:00 エスポラーダ北海道 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 北海きたえーる

7月6日(土) 17:30 バルドラール浦安 vs. 名古屋オーシャンズ 浦安市総合体育館

7月7日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. Ｆリーグ選抜 大分県立総合体育館

7月7日(日) 13:00 ボアルース長野 vs. ペスカドーラ町田 ホワイトリング

7月12日(金) 19:00 ペスカドーラ町田 vs. Ｆリーグ選抜 町田市立総合体育館

7月13日(土) 13:00 バサジィ大分 vs. バルドラール浦安 べっぷアリーナ

7月13日(土) 15:00 シュライカー大阪 vs. フウガドールすみだ 岸和田市総合体育館

7月13日(土) 16:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. 湘南ベルマーレ 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

7月14日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. ボアルース長野 未定

7月14日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. ヴォスクオーレ仙台 武田テバオーシャンアリーナ

7月19日(金) 19:00 バルドラール浦安 vs. ペスカドーラ町田 浦安市総合体育館

7月20日(土) 14:00 湘南ベルマーレ vs. エスポラーダ北海道 トッケイセキュリティ平塚総合体育館

7月20日(土) 17:00 フウガドールすみだ vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 墨田区総合体育館

7月21日(日) 11:30 Ｆリーグ選抜 vs. ボアルース長野 武田テバオーシャンアリーナ

7月21日(日) 12:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. バサジィ大分 由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ

7月21日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. シュライカー大阪 武田テバオーシャンアリーナ

7月27日(土) 13:00 ボアルース長野 vs. 湘南ベルマーレ ホワイトリング

7月27日(土) 13:30 Ｆリーグ選抜 vs. バルドラール浦安 町田市立総合体育館

7月27日(土) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. ヴォスクオーレ仙台 町田市立総合体育館

7月27日(土) 16:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. 名古屋オーシャンズ アリーナ立川立飛

7月28日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. シュライカー大阪 大分県立総合体育館

7月28日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. フウガドールすみだ 北海きたえーる
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節 開催日 キックオフ 会場

8月3日(土) 14:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. バサジィ大分 アリーナ立川立飛

8月3日(土) 14:00 湘南ベルマーレ vs. フウガドールすみだ 秦野市総合体育館

8月4日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. 名古屋オーシャンズ 未定

8月4日(日) 14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. Ｆリーグ選抜 塩釜ガス体育館

8月4日(日) 15:00 シュライカー大阪 vs. ペスカドーラ町田 岸和田市総合体育館

8月4日(日) 17:00 バルドラール浦安 vs. ボアルース長野 浦安市総合体育館

8月16日(金) 19:30 フウガドールすみだ vs. ボアルース長野 墨田区総合体育館

8月17日(土) 15:00 シュライカー大阪 vs. Ｆリーグ選抜 岸和田市総合体育館

8月18日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. エスポラーダ北海道 大分県立総合体育館

8月18日(日) 14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. バルドラール浦安 カメイアリーナ仙台

8月18日(日) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 町田市立総合体育館

9月14日(土) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. 湘南ベルマーレ 武田テバオーシャンアリーナ

8月23日(金) 16:30 Ｆリーグ選抜 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 大田区総合体育館

8月23日(金) 19:00 フウガドールすみだ vs. 名古屋オーシャンズ 大田区総合体育館

8月24日(土) 14:00 湘南ベルマーレ vs. バサジィ大分 小田原アリーナ

8月24日(土) 16:30 バルドラール浦安 vs. シュライカー大阪 小田原アリーナ

8月24日(土) 18:00 エスポラーダ北海道 vs. ペスカドーラ町田 北海きたえーる

8月25日(日) 13:00 ボアルース長野 vs. ヴォスクオーレ仙台 ホワイトリング

8月31日(土) 13:00 シュライカー大阪 vs. ヴォスクオーレ仙台 丸善インテックアリーナ大阪

8月31日(土) 15:30 ボアルース長野 vs. 名古屋オーシャンズ 丸善インテックアリーナ大阪

8月31日(土) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. 湘南ベルマーレ 町田市立総合体育館

9月1日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. Ｆリーグ選抜 函館アリーナ

9月1日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. フウガドールすみだ 大分県立総合体育館

9月1日(日) 14:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. バルドラール浦安 アリーナ立川立飛

13:00 フウガドールすみだ vs. ヴォスクオーレ仙台

15:30 Ｆリーグ選抜 vs. バサジィ大分

18:00 湘南ベルマーレ vs. 立川・府中アスレティックＦＣ

13:00 バルドラール浦安 vs. 名古屋オーシャンズ

15:30 エスポラーダ北海道 vs. シュライカー大阪

18:00 ペスカドーラ町田 vs. ボアルース長野

13:00 フウガドールすみだ vs. シュライカー大阪

15:30 ヴォスクオーレ仙台 vs. 名古屋オーシャンズ

18:00 湘南ベルマーレ vs. ボアルース長野

13:00 バルドラール浦安 vs. バサジィ大分

15:30 エスポラーダ北海道 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ

18:00 ペスカドーラ町田 vs. Ｆリーグ選抜

9月13日(金) 19:30 フウガドールすみだ vs. ペスカドーラ町田 墨田区総合体育館

9月14日(土) 14:00 バルドラール浦安 vs. エスポラーダ北海道 浦安市総合体育館

9月15日(日) 11:30 Ｆリーグ選抜 vs. 湘南ベルマーレ 武田テバオーシャンアリーナ

9月15日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. バサジィ大分 武田テバオーシャンアリーナ

9月15日(日) 14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 塩釜ガス体育館

9月16日(月･祝) 13:00 ボアルース長野 vs. シュライカー大阪 ことぶきアリーナ千曲

9月28日(土) 15:00 湘南ベルマーレ vs. バルドラール浦安 小田原アリーナ

9月28日(土) 15:30 Ｆリーグ選抜 vs. フウガドールすみだ 町田市立総合体育館

9月28日(土) 17:30 立川・府中アスレティックＦＣ vs. シュライカー大阪 小田原アリーナ

9月28日(土) 18:00 ペスカドーラ町田 vs. 名古屋オーシャンズ 町田市立総合体育館

9月29日(日) 12:00 バサジィ大分 vs. ボアルース長野 大分県立総合体育館

9月29日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. ヴォスクオーレ仙台 道北アークス大雪アリーナ

20 10月4日(金) 17:00 フウガドールすみだ vs. 立川・府中アスレティックＦＣ

10:00 バサジィ大分 vs. ヴォスクオーレ仙台

12:15 シュライカー大阪 vs. 名古屋オーシャンズ

14:30 バルドラール浦安 vs. ペスカドーラ町田

16:45 エスポラーダ北海道 vs. 湘南ベルマーレ

19:00 ボアルース長野 vs. Ｆリーグ選抜

10月4日(金) 19:30 エスポラーダ北海道 vs. ボアルース長野

10:00 シュライカー大阪 vs. バサジィ大分

12:15 立川・府中アスレティックＦＣ vs. 名古屋オーシャンズ

14:30 フウガドールすみだ vs. 湘南ベルマーレ

16:45 ヴォスクオーレ仙台 vs. ペスカドーラ町田

19:00 バルドラール浦安 vs. Ｆリーグ選抜

10月11日(金) 未定 ヴォスクオーレ仙台 vs. 湘南ベルマーレ 仙台青葉体育館

10月13日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. シュライカー大阪 北海きたえーる

10月14日(月･祝) 13:00 バサジィ大分 vs. ペスカドーラ町田 ビーコンプラザ

10月14日(月･祝) 13:00 ボアルース長野 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ ホワイトリング

10月14日(月･祝) 17:00 バルドラール浦安 vs. フウガドールすみだ 浦安市総合体育館

11月1日(金) 19:00 名古屋オーシャンズ vs. Ｆリーグ選抜 武田テバオーシャンアリーナ
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節 開催日 キックオフ 会場

11月2日(土) 14:00 フウガドールすみだ vs. ヴォスクオーレ仙台 墨田区総合体育館

11月2日(土) 15:00 Ｆリーグ選抜 vs. バサジィ大分 武田テバオーシャンアリーナ

11月2日(土) 17:30 名古屋オーシャンズ vs. バルドラール浦安 武田テバオーシャンアリーナ

11月4日(月･祝) 14:00 湘南ベルマーレ vs. シュライカー大阪 小田原アリーナ

11月4日(月･祝) 14:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. エスポラーダ北海道 アリーナ立川立飛

11月4日(月･祝) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. ボアルース長野 町田市立総合体育館

未定 立川・府中アスレティックＦＣ vs. バルドラール浦安

未定 湘南ベルマーレ vs. Ｆリーグ選抜

未定 ペスカドーラ町田 vs. エスポラーダ北海道

未定 シュライカー大阪 vs. ヴォスクオーレ仙台

未定 名古屋オーシャンズ vs. ボアルース長野

未定 バサジィ大分 vs. フウガドールすみだ

未定 湘南ベルマーレ vs. バルドラール浦安

未定 Ｆリーグ選抜 vs. エスポラーダ北海道

未定 ヴォスクオーレ仙台 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ

未定 名古屋オーシャンズ vs. バサジィ大分

未定 フウガドールすみだ vs. ペスカドーラ町田

未定 ボアルース長野 vs. シュライカー大阪

11月16日(土) 13:00 バルドラール浦安 vs. バサジィ大分 浦安市総合体育館

11月16日(土) 14:00 フウガドールすみだ vs. シュライカー大阪 墨田区総合体育館

11月16日(土) 未定 ヴォスクオーレ仙台 vs. 名古屋オーシャンズ 塩釜ガス体育館

11月17日(日) 11:30 ボアルース長野 vs. エスポラーダ北海道 武田テバオーシャンアリーナ

11月17日(日) 14:00 Ｆリーグ選抜 vs. ペスカドーラ町田 武田テバオーシャンアリーナ

11月17日(日) 15:00 湘南ベルマーレ vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 南足柄市体育センター

11月22日(金) 19:00 シュライカー大阪 vs. 名古屋オーシャンズ サンエイワーク住吉スポーツセンター

11月22日(金) 19:00 ボアルース長野 vs. Ｆリーグ選抜 ホワイトリング

11月23日(土) 16:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. フウガドールすみだ アリーナ立川立飛

11月24日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. ヴォスクオーレ仙台 ビーコンプラザ

11月24日(日) 13:00 エスポラーダ北海道 vs. 湘南ベルマーレ 湿原の風アリーナ釧路

11月24日(日) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. バルドラール浦安 町田市立総合体育館

12月6日(金) 19:30 ヴォスクオーレ仙台 vs. ペスカドーラ町田 カメイアリーナ仙台

12月6日(金) 19:30 フウガドールすみだ vs. エスポラーダ北海道 墨田区総合体育館

12月7日(土) 14:00 シュライカー大阪 vs. バサジィ大分 岸和田市総合体育館

12月7日(土) 15:00 バルドラール浦安 vs. Ｆリーグ選抜 浦安市総合体育館

12月7日(土) 15:00 湘南ベルマーレ vs. ボアルース長野 小田原アリーナ

12月8日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. 立川・府中アスレティックＦＣ 武田テバオーシャンアリーナ

12月14日(土) 17:00 フウガドールすみだ vs. 湘南ベルマーレ 墨田区総合体育館

12月15日(日) 11:30 Ｆリーグ選抜 vs. ヴォスクオーレ仙台 武田テバオーシャンアリーナ

12月15日(日) 13:00 ボアルース長野 vs. バルドラール浦安 ことぶきアリーナ千曲

12月15日(日) 13:00 バサジィ大分 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ ビーコンプラザ

12月15日(日) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. エスポラーダ北海道 武田テバオーシャンアリーナ

12月15日(日) 16:00 ペスカドーラ町田 vs. シュライカー大阪 町田市立総合体育館

12月21日(土) 11:00 Ｆリーグ選抜 vs. シュライカー大阪 未定

12月21日(土) 15:00 湘南ベルマーレ vs. 名古屋オーシャンズ 小田原アリーナ

12月21日(土) 17:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. ペスカドーラ町田 アリーナ立川立飛

12月22日(日) 13:00 ボアルース長野 vs. フウガドールすみだ ホワイトリング

12月22日(日) 17:30 バルドラール浦安 vs. ヴォスクオーレ仙台 浦安市総合体育館

12月23日(月) 19:00 エスポラーダ北海道 vs. バサジィ大分 北海きたえーる

12月28日(土) 12:00 バサジィ大分 vs. 湘南ベルマーレ ビーコンプラザ

12月28日(土) 13:00 ペスカドーラ町田 vs. エスポラーダ北海道 町田市立総合体育館

12月28日(土) 14:00 名古屋オーシャンズ vs. フウガドールすみだ 武田テバオーシャンアリーナ

12月28日(土) 16:00 立川・府中アスレティックＦＣ vs. Ｆリーグ選抜 アリーナ立川立飛

12月29日(日) 13:00 シュライカー大阪 vs. バルドラール浦安 丸善インテックアリーナ大阪

1月5日(日) 14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs. ボアルース長野 塩釜ガス体育館

未定 湘南ベルマーレ vs. ヴォスクオーレ仙台

未定 立川・府中アスレティックＦＣ vs. シュライカー大阪

未定 Ｆリーグ選抜 vs. フウガドールすみだ

未定 エスポラーダ北海道 vs. バルドラール浦安

未定 バサジィ大分 vs. ボアルース長野

未定 ペスカドーラ町田 vs. 名古屋オーシャンズ

未定 湘南ベルマーレ vs. シュライカー大阪

未定 ヴォスクオーレ仙台 vs. エスポラーダ北海道

未定 ボアルース長野 vs. 立川・府中アスレティックＦＣ

未定 ペスカドーラ町田 vs. バサジィ大分

未定 バルドラール浦安 vs. フウガドールすみだ

未定 Ｆリーグ選抜 vs. 名古屋オーシャンズ

武田テバオーシャンアリーナ

1月11日(土)
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11月8日(金)
～

11月10日(日)

対戦カード
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1月13日(月･祝)
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29

駒沢オリンピック公園
総合運動場屋内球技場

1月12日(日)


