
1⽉12⽇(⽇) 1⽉18⽇(⼟) 1⽉19⽇(⽇) 1⽉25⽇(⼟) 1⽉26⽇(⽇) 2⽉1⽇(⼟) 2⽉2⽇(⽇) 2⽉15⽇(⼟) 2⽉16⽇(⽇)

釡石鵜住居 
復興スタジアム
ユアテック 
スタジアム仙台

あきぎんスタジアム

熊谷スポーツ文化公園 
ラグビー場

●13:00 パナソニッ
ク vs クボタ

●11:30 
キヤノン vs Honda  
●14:00  
パナソニック vs 東芝

柏の葉公園総合競技場

秩父宮ラグビー場
●11:30 ⽇野 vs 
NTTコム 
●14:00 東芝 vs サ
ントリー

●11:30 三菱重⼯相
模原 vs キヤノン 
●14:00 サントリー 
vs NTTコ⼛

町田市立野津田公園 
陸上競技場

●13:00 キヤノン 
vs パナソニック

江東区夢の島競技場 ●13:00 NTTコ⼛ 
vs 宗像サニックス

●13:00  
クボタ vs ⽇野

ニッパツ三ツ沢球技場 ●13:00  
キヤノン vs NEC

●13:00 三菱重⼯相
模原 vs 東芝

●13:00  
リコー vs NTTコ⼛

相模原ギオン 
スタジアム

●13:00 三菱重⼯相
模原 vs パナソニック

●13:00 三菱重⼯相
模原 vs NEC

エコパスタジアム

ヤマハスタジアム 
（磐田)

●13:00 ヤマハ発動
機 vs トヨタ⾃動⾞

●13:00 ヤマハ発動
機 vs 神⼾製鋼

パロマ瑞穂ラグビー場
●11:30 Honda vs 
東芝 
●14:00 トヨタ⾃動
⾞ vs ⽇野

●11:30 ⽇野 vs ヤ
マハ発動機 
●14:00 トヨタ⾃動
⾞ vs Honda

豊田スタジアム ●13:00 トヨタ⾃動
⾞ vs パナソニック

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 
サッカー・ラグビー場

●13:00  
Honda vs クボタ

たけびしスタジアム 
京都

●13:00 リコー vs 
ヤマハ発動機

ヤンマースタジアム 
長居

●11:30 NTTドコモ 
vs ヤマハ発動機 
●14:00 サントリー 
vs トヨタ⾃動⾞

ヤンマーフィールド 
長居（長居第2陸上競技場）

東大阪市 
花園ラグビー場

●11:45  
リコー vs Honda 
●14:00 NTTドコモ 
vs 三菱重⼯相模原

●11:45 
NEC vs ⽇野 
●14:00  
東芝 vs NTTドコモ

万博記念競技場 ●13:00  
クボタ vs NTTコ⼛

●13:00  
サントリー vs NEC

ノエビアスタジアム 
神戸

●13:00 神⼾製鋼 
vs サントリー

神戸総合運動公園 
ユニバー記念競技場

●13:00  
神⼾製鋼 vs キヤノン

●13:00 神⼾製鋼 
vs NTTドコモ

●13:00  
神⼾製鋼 vs リコー

コカ·コーラ ボトラーズ
ジャパン広島スタジアム

維新みらいふ 
スタジアム

高知県立春野総合運動
公園陸上競技場

レベルファイブ 
スタジアム

●11:30(TCL併催) 
コカ・コーラ vs 九州
電⼒ 
●14:00 宗像サニッ
クス vs NEC

●11:30(TCL併催) 
九州電⼒ vs マツダ 
●14:00 宗像サニッ
クス vs リコー

グローバルアリーナ ●13:00 宗像サニッ
クス vs NTTドコモ

駅前不動産スタジアム ●13:00 宗像サニッ
クス vs クボタ

えがお健康スタジアム

昭和電工ドーム大分

1⽉12⽇(⽇) 1⽉18⽇(⼟) 1⽉19⽇(⽇) 1⽉25⽇(⼟) 1⽉26⽇(⽇) 2⽉1⽇(⼟) 2⽉2⽇(⽇) 2⽉15⽇(⼟) 2⽉16⽇(⽇)

試合会場別日程一覧
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2⽉22⽇(⼟) 2⽉23⽇(⽇) 2⽉29⽇(⼟) 3⽉1⽇(⽇) 3⽉7⽇(⼟) 3⽉8⽇(⽇) 3⽉14⽇(⼟) 3⽉15⽇(⽇) 3⽉28⽇(⼟) 3⽉29⽇(⽇)

●13:00 NTTコ⼛ 
vs 三菱重⼯相模原

●11:30 三菱重⼯相
模原 vs サントリー 
●14:00 パナソニッ
ク vs NTTコ⼛

●13:00  
パナソニック vs NEC

●13:00  
NEC vs ヤマハ発動機

●11:30 
NEC vs リコー 
●14:00  
⽇野 vs サントリー

●11:30 
クボタ vs NEC 
●14:00  
東芝 vs ヤマハ発動機

●11:30 
リコー vs ⽇野 
●14:00 
クボタ vs 東芝

●11:30 リコー vs 
三菱重⼯相模原 
●14:00 NTTコ⼛ 
vs NTTドコモ

●11:30 パナソニッ
ク vs Honda 
●14:00 サントリー 
vs クボタ

●13:00 ヤマハ発動
機 vs サントリー

●11:30 三菱重⼯相
模原 vs ヤマハ発動機 
●14:00 トヨタ⾃動
⾞ vs クボタ

●13:00  
トヨタ⾃動⾞ vs 東芝

●11:30 キヤノン 
vs NTTコ⼛ 
●14:00 トヨタ⾃動
⾞ vs リコー

●13:00  
Honda vs NTTコ⼛

●13:00  
Honda vs ⽇野

●13:00  
NTTドコモ vs リコー

●13:00  
NTTドコモ vs NEC

●11:45 キヤノン 
vs 宗像サニックス 
●14:00 NTTドコモ 
vs パナソニック

●11:45 Honda vs 
宗像サニックス 
●14:00 キヤノン 
vs トヨタ⾃動⾞

●11:45 ヤマハ発動
機 vs 宗像サニックス 
●14:00 三菱重⼯相
模原 vs 神⼾製鋼

●13:00 NTTドコモ 
vs キヤノン

●13:00  
神⼾製鋼 vs 東芝

●13:00  
神⼾製鋼 vs ⽇野

●13:00  
神⼾製鋼 vs Honda

●13:00  
神⼾製鋼 vs クボタ

●13:00  
東芝 vs ⽇野

●13:00 宗像サニッ
クス vs トヨタ⾃動⾞

●13:00 宗像サニッ
クス vs パナソニック

●13:00 キヤノン 
vs サントリー

2⽉22⽇(⼟) 2⽉23⽇(⽇) 2⽉29⽇(⼟) 3⽉1⽇(⽇) 3⽉7⽇(⼟) 3⽉8⽇(⽇) 3⽉14⽇(⼟) 3⽉15⽇(⽇) 3⽉28⽇(⼟) 3⽉29⽇(⽇)

釡石鵜住居 
復興スタジアム
ユアテック 
スタジアム仙台

あきぎんスタジアム

熊谷スポーツ文化公園 
ラグビー場

柏の葉公園総合競技場

秩父宮ラグビー場

町田市立野津田公園 
陸上競技場

江東区夢の島競技場

ニッパツ三ツ沢球技場

相模原ギオン 
スタジアム

エコパスタジアム

ヤマハスタジアム 
（磐田)

パロマ瑞穂ラグビー場

豊田スタジアム

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 
サッカー・ラグビー場

たけびしスタジアム 
京都

ヤンマースタジアム 
長居

ヤンマーフィールド 
長居（長居第2陸上競技場）

東大阪市 
花園ラグビー場

万博記念競技場

ノエビアスタジアム 
神戸

神戸総合運動公園 
ユニバー記念競技場
コカ·コーラ ボトラーズ
ジャパン広島スタジアム

維新みらいふ 
スタジアム

高知県立春野総合運動
公園陸上競技場

レベルファイブ 
スタジアム

グローバルアリーナ

駅前不動産スタジアム

えがお健康スタジアム

昭和電工ドーム大分
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4⽉4⽇(⼟) 4⽉5⽇(⽇) 4⽉11⽇(⼟) 4⽉12⽇(⽇) 4⽉18⽇(⼟) 4⽉19⽇(⽇) 4⽉25⽇(⼟) 4⽉26⽇(⽇) 5⽉9⽇(⼟)

●13:00 NTTコ⼛ 
vs トヨタ⾃動⾞

●13:00  
⽇野 vs キヤノン

●11:30 ⽇野 vs 宗
像サニックス 
●14:00 パナソニッ
ク vs 神⼾製鋼

●11:30 
クボタ vs キヤノン 
●14:00 パナソニッ
ク vs サントリー

●11:30 東芝vs 宗
像サニックス 
●14:00  
パナソニック vs ⽇野

●11:30 東芝 vs キ
ヤノン 
●14:00 リコー vs 
パナソニック

●11:30 
キヤノン vs リコー 
●14:00  
NEC vs 東芝

●11:30 
NEC vs トヨタ⾃動⾞ 
●14:00  
NTTコ⼛ vs 神⼾製鋼

●11:30 サントリー 
vs 宗像サニックス 
●14:00  
東芝 vs NTTコ⼛

●11:30 
NTTコ⼛ vs NEC 
●14:00  
サントリー vs リコー

●13:00  
ヤマハ発動機 vs クボ
タ

●13:00  
ヤマハ発動機 vs 
Honda

●13:00  
ヤマハ発動機vs パナ
ソニック

●11:30 
Honda vs NTTドコモ 
●14:00 トヨタ⾃動
⾞ vs 三菱重⼯相模原

●13:00 トヨタ⾃動
⾞vs 神⼾製鋼

●13:00 Honda vs 
三菱重⼯相模原

●11:45 ⽇野 vs 三
菱重⼯相模原 
●14:00 サントリー 
vs NTTドコモ

●11:45 クボタ vs 
三菱重⼯相模原 
●14:00  
Honda vs サントリー

●11:45 NTTコ⼛ 
vs ヤマハ発動機 
●14:00 NTTドコモ 
vs トヨタ⾃動⾞

●11:45 
リコー vs 東芝 
●14:00  
⽇野 vs NTTドコモ

●11:45 
クボタ vs リコー 
●14:00  
NEC vs 神⼾製鋼

●11:45 ヤマハ発動
機vs キヤノン 
●14:00  
NTTドコモ vs クボタ

●13:00 宗像サニッ
クス vs 神⼾製鋼

●13:00  
NEC vs Honda

●13:00 宗像サニッ
クス vs 三菱重⼯相模原

4⽉4⽇(⼟) 4⽉5⽇(⽇) 4⽉11⽇(⼟) 4⽉12⽇(⽇) 4⽉18⽇(⼟) 4⽉19⽇(⽇) 4⽉25⽇(⼟) 4⽉26⽇(⽇) 5⽉9⽇(⼟)

釡石鵜住居 
復興スタジアム
ユアテック 
スタジアム仙台

あきぎんスタジアム

熊谷スポーツ文化公園 
ラグビー場

柏の葉公園総合競技場

秩父宮ラグビー場

町田市立野津田公園 
陸上競技場

江東区夢の島競技場

ニッパツ三ツ沢球技場

相模原ギオン 
スタジアム

エコパスタジアム

ヤマハスタジアム 
（磐田)

パロマ瑞穂ラグビー場

豊田スタジアム

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 
サッカー・ラグビー場

たけびしスタジアム 
京都

ヤンマースタジアム 
長居

ヤンマーフィールド 
長居（長居第2陸上競技場）

東大阪市 
花園ラグビー場

万博記念競技場

ノエビアスタジアム 
神戸

神戸総合運動公園 
ユニバー記念競技場
コカ·コーラ ボトラーズ
ジャパン広島スタジアム

維新みらいふ 
スタジアム

高知県立春野総合運動
公園陸上競技場

レベルファイブ 
スタジアム

グローバルアリーナ

駅前不動産スタジアム

えがお健康スタジアム

昭和電工ドーム大分

※ 以下の3試合は、エコパスタジアムまたはヤマハスタジアムのどちらかで開催いた
します。
2020年1月に決定次第、お知らせいたします。
第11節　4月 4日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs クボタスピアーズ
第13節　4月18日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs Honda HEAT
第14節　4月25日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs パナソニック ワイルドナイツ
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