
節 開催県 会場 Lコード
17:00 リコーブラックラムズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

19:30 キヤノンイーグルス vs サントリーサンゴリアス

18:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs ヤマハ発動機ジュビロ 愛知 豊田ス 46081
17:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs NTTドコモレッドハリケーンズ

19:30 近鉄ライナーズ vs 豊田自動織機シャトルズ

16:00 東芝ブレイブルーパス vs NECグリーンロケッツ

18:30 クボタスピアーズ vs パナソニック ワイルドナイツ

8月20日 日 16:00 コカ・コーラレッドスパークス vs 宗像サニックスブルース 福岡 レベスタ 82999
17:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 東芝ブレイブルーパス

19:30 リコーブラックラムズ vs サントリーサンゴリアス

16:30 NECグリーンロケッツ vs コカ・コーラレッドスパークス

19:00 パナソニック ワイルドナイツ vs キヤノンイーグルス

16:30 NTTドコモレッドハリケーンズ vs クボタスピアーズ

19:00 豊田自動織機シャトルズ vs ヤマハ発動機ジュビロ

17:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 近鉄ライナーズ 大阪 金鳥スタ 55842
17:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 宗像サニックスブルース 兵庫 ユニバ 55850

9月1日 金 19:30 東芝ブレイブルーパス vs パナソニック ワイルドナイツ 東京 秩父宮 33815
13:00 NECグリーンロケッツ vs 豊田自動織機シャトルズ 北海道 月寒 11852
16:00 サントリーサンゴリアス vs ヤマハ発動機ジュビロ

18:30 キヤノンイーグルス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

17:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs クボタスピアーズ 大阪 万博 56115
15:00 宗像サニックスブルース vs リコーブラックラムズ 山口 維新公園 62364
18:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs コカ・コーラレッドスパークス 鹿児島 鴨池 83018

9月3日 日 16:00 近鉄ライナーズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 奈良 橿原 55878
9月8日 金 19:30 NECグリーンロケッツ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 東京 秩父宮 34004

16:30 クボタスピアーズ vs 豊田自動織機シャトルズ

19:00 サントリーサンゴリアス vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

17:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs リコーブラックラムズ 静岡 ヤマハ 46083
16:30 NTTドコモレッドハリケーンズ vs 宗像サニックスブルース

19:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 東芝ブレイブルーパス

17:00 近鉄ライナーズ vs キヤノンイーグルス 徳島 鳴門大塚 62410
17:00 コカ・コーラレッドスパークス vs パナソニック ワイルドナイツ 佐賀 佐賀陸 83021

9月22日 金 19:30 東芝ブレイブルーパス vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 東京 秩父宮 34037
16:30 クボタスピアーズ vs サントリーサンゴリアス

19:00 パナソニック ワイルドナイツ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

17:00 豊田自動織機シャトルズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 愛知 刈谷 46084
16:30 コカ・コーラレッドスパークス vs リコーブラックラムズ

19:00 宗像サニックスブルース vs NECグリーンロケッツ

14:30 ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ　中部電力 vs 三菱重工相模原

17:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs 近鉄ライナーズ

14:00 キヤノンイーグルス vs ヤマハ発動機ジュビロ 大分 大銀ド 83024
17:00 リコーブラックラムズ vs NECグリーンロケッツ

19:30 東芝ブレイブルーパス vs 豊田自動織機シャトルズ

11:30 キヤノンイーグルス vs コカ・コーラレッドスパークス

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

13:00 クボタスピアーズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 新潟 新発田 34890
13:00 サントリーサンゴリアス vs NTTドコモレッドハリケーンズ 山梨 中銀スタ 34895
13:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs パナソニック ワイルドナイツ 宮城 ひとめS 22984
13:00 宗像サニックスブルース vs 近鉄ライナーズ 福岡 グローバル 83041
11:30 サントリーサンゴリアス vs 宗像サニックスブルース

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs NTTドコモレッドハリケーンズ

11:30 キヤノンイーグルス vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs 豊田自動織機シャトルズ

11:30 ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ　釜石シーウェイブス vs 日野自動車

14:00 リコーブラックラムズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

13:00 近鉄ライナーズ vs クボタスピアーズ 奈良 天理親里 55888
13:00 コカ・コーラレッドスパークス vs 東芝ブレイブルーパス 長崎 かきどまり 83046
10:45 ジャパンラグビー トップイーストリーグ　秋田ノーザンブレッツ vs クリーンファイターズ

13:00 NECグリーンロケッツ vs ヤマハ発動機ジュビロ

11:30 豊田自動織機シャトルズ vs コカ・コーラレッドスパークス

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

11:30 ジャパンラグビー トップウェストリーグ　大阪府警察 vs JR西日本レイラーズ

14:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs パナソニック ワイルドナイツ

13:00 東芝ブレイブルーパス vs NTTドコモレッドハリケーンズ 福島 いわきグ 22991
13:00 NECグリーンロケッツ vs クボタスピアーズ 千葉 柏の葉 34998
11:30 近鉄ライナーズ vs リコーブラックラムズ

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs サントリーサンゴリアス

11:30 ジャパンラグビー チャレンジリーグ　中国電力 三菱重工相模原

14:00 宗像サニックスブルース vs キヤノンイーグルス

11:30 東芝ブレイブルーパス vs 宗像サニックスブルース

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs コカ・コーラレッドスパークス

13:00 パナソニック ワイルドナイツ vs サントリーサンゴリアス 埼玉 熊谷陸 34396
11:30 ジャパンラグビー トップウェストリーグ　リコージャパン vs 大阪府警察

14:00 クボタスピアーズ vs ヤマハ発動機ジュビロ

11:30 近鉄ライナーズ vs ＮＥＣグリーンロケッツ

14:00 豊田自動織機シャトルズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

11:30 NTTドコモレッドハリケーンズ vs キヤノンイーグルス

14:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs リコーブラックラムズ

ジャパンラグビー トップリーグ2017-2018　試合日程
日時 対戦カード

1

8月18日 金

東京 秩父宮

大阪 ヤンマー

3 9月2日 土

東京 秩父宮

5

9月23日 土

埼玉 熊谷陸

福岡 レベスタ

4
9月9日 土

東京 秩父宮

京都 西京極

9月24日 日
大阪 万博

8月19日 土 東京 秩父宮

2

8月25日 金 東京 秩父宮

8月26日 土

埼玉 熊谷陸

愛知 パロ瑞穂ラ

日

7

10月7日 土

東京 秩父宮

埼玉 熊谷陸

日 秋田

6

9月29日 金 東京 秩父宮

9月30日 土 静岡 エコパ

10月1日

岩手 いわスタ

10月8日 A－スタ

8

10月14日 土

静岡 エコパ

10月15日 日
京都 西京極

大阪 万博

広島 コカ・ウエスト広島

9

10月21日 土

東京 秩父宮

愛知 パロ瑞穂ラ

10月22日

大阪 万博

日 兵庫 ノエスタ

55896

46087

55905

34100

83022

55884

34129

46085

34238

62569

34332

22985

22988

34370

32870

55839

33407

33534

33552

46082

33822

34009

55883

46086

55890

55895


