
日時 ホーム アウェー 結果 日時 ホーム アウェー 結果

2013年6月19日 上海 広東 3-1 2013年7月31日 広東 上海 0-3

四川 天津 2-3 天津 四川 3-0

霸州 山東 2-3 山東 霸州 3-0

江蘇 八一 1-3 八一 江蘇 2-3

2013年6月23日 広東 寧波 0-3 2013年9月12日 寧波 広東 3-1

霸州 上海 1-3 上海 霸州 1-3

八一 天津 3-0 天津 八一 2-3

山東 江蘇 3-2 江蘇 山東 3-0

2013年6月26日 寧波 四川 3-1 2013年9月15日 四川 寧波 2-3

広東 霸州 3-2 霸州 広東 3-0

上海 江蘇 3-1 江蘇 上海 1-3

天津 山東 2-3 山東 天津 3-1

2013年7月10日 霸州 寧波 0-3 2013年9月18日 寧波 霸州 3-0

八一 四川 3-0 四川 八一 1-3

江蘇 広東 3-1 広東 江蘇 0-3

天津 上海 1-3 上海 天津 1-3

2013年7月14日 寧波 八一 3-0 2013年9月22日 八一 寧波 2-3

霸州 江蘇 1-3 江蘇 霸州 3-1

四川 山東 0-3 山東 四川 3-1

天津 広東 1-3 広東 天津 1-3

2013年7月17日 江蘇 寧波 2-3 2013年9月25日 寧波 江蘇 3-0

山東 八一 1-3 八一 山東 0-3

天津 霸州 3-0 霸州 天津 3-1

上海 四川 3-0 四川 上海 0-3

2013年7月21日 寧波 山東 3-0 2013年9月29日 山東 寧波 0-3

天津 江蘇 1-3 江蘇 天津 3-1

八一 上海 3-2 上海 八一 3-0

四川 広東 3-2 広東 四川 3-1

2013年7月24日 寧波 天津 3-0 2013年10月16日 天津 寧波 0-3

上海 山東 3-2 山東 上海 3-1

広東 八一 3-2 八一 広東 3-0

四川 霸州 3-2 霸州 四川 3-1

2013年7月28日 寧波 上海 1-3 2013年10月20日 上海 寧波 3-1

山東 広東 3-1 広東 山東 0-3

江蘇 四川 3-2 四川 江蘇 1-3

八一 霸州 3-0 霸州 八一 0-3
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日時 ホーム アウェー 結果 日時 ホーム アウェー 結果

2013年6月19日 山西 金華 3-0 2013年7月31日 金華 山西 0-3

山東 広東 3-0 広東 山東 1-3

北京 大連 3-0 大連 北京 3-1

大同 オルドス 3-1 オルドス 大同 2-3

2013年6月23日 金華 八一 1-3 2013年9月12日 八一 金華 3-1

山西 大連 3-1 大連 山西 2-3

大同 山東 3-1 山東 大同 1-3

オルドス 北京 3-2 北京 オルドス 3-2

2013年6月26日 八一 広東 3-0 2013年9月15日 広東 八一 0-3

金華 大連 3-1 大連 金華 3-0

山西 オルドス 3-2 オルドス 山西 3-1

北京 山東 3-1 山東 北京 3-2

2013年7月10日 大連 八一 1-3 2013年9月18日 八一 大連 0-3

大同 広東 3-0 広東 大同 0-3

オルドス 金華 0-3 金華 オルドス 3-1

山東 山西 1-3 山西 山東 0-3

2013年7月14日 八一 大同 0-3 2013年9月25日 大同 八一 2-3

大連 オルドス 1-3 オルドス 大連 2-3

広東 北京 0-3 北京 広東 3-0

金華 山東 0-3 山東 金華 3-1

2013年7月17日 オルドス 八一 0-3 2013年9月29日 八一 オルドス 3-2

北京 大同 1-3 大同 北京 1-3

大連 山東 0-3 山東 大連 3-1

広東 山西 0-3 山西 広東 3-0

2013年7月21日 北京 八一 2-3 2013年10月16日 八一 北京 3-2

山東 オルドス 2-3 オルドス 山東 2-3

山西 大同 3-1 大同 山西 3-0

広東 金華 0-3 金華 広東 3-0

2013年7月24日 八一 山東 3-2 2013年10月20日 山東 八一 3-0

山西 北京 3-1 北京 山西 3-0

大同 金華 2-3 金華 大同 3-0

広東 大連 0-3 大連 広東 3-0

2013年7月28日 八一 山西 2-3 2013年10月23日 山西 八一 2-3

北京 金華 3-0 金華 北京 1-3

オルドス 広東 3-0 広東 オルドス 0-3

大同 大連 3-1 大連 大同 1-3

 ■ 2013年中国超級リーグ第1-18節日程（女子）



■ 中国超級男子リーグ表（第18節終了時）

寧波 上海 山東 天津 江蘇 八一 霸州 四川 広東 勝敗 順位

●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1

●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-0

○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-1

○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0

●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1

●0-3 ●2-3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0

●0-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ●1-3

●0-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1

●2-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1

●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0

●2-3 ○3-1 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0

●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●2-3

●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0

●0-3 ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3

●2-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2

●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3

●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-1

●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3

■ 中国超級女子リーグ表（第18節終了時）

山西 八一 山東 北京 ｵﾙﾄﾞｽ 大同 大連 広東 金華 勝敗 順位

●2-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0

○3-2 ○3-1 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0

●2-3 ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-1

○3-2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1

●1-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1

○3-0 ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0

○3-0 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0

●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○3-1

○3-1 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3

●2-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ●1-3

○3-0 ●2-3 ○3-1 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●2-3

●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ●0-3

●2-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0

●1-3 ○3-0 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-0 ●1-3

●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3

●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3

●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0

●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-0

広東 0勝16敗 9

金華 7勝9敗 6

大同 11勝5敗 2

大連 6勝10敗 8

北京 9勝7敗 5

ｵﾙﾄﾞｽ 6勝10敗 7

八一 12勝4敗 1

山東 10勝6敗 4

広東 4勝12敗 8

山西 11勝5敗 3

霸州 4勝12敗 7

四川 2勝14敗 9

江蘇 10勝6敗 5

八一 10勝6敗 4

山東 11勝5敗 3

天津 5勝11敗 6

寧波 14勝2敗 1

上海 12勝4敗 2


