
日時 ホーム アウェー 結果 日時 ホーム アウェー 結果

2013年8月31日 マーベルツェル ミュールハオゼン 3-1 2013年12月15日 ミュールハオゼン マーベルツェル 1‐3

デュッセルドルフ グレンツァオ 3-1 フリッケンハオゼン プリューダーハオゼン 3‐1

2013年9月1日 プリューダーハオゼン フリッケンハオゼン 3-2 グレンツァオ デュッセルドルフ 3‐2

オクセンハオゼン ハーゲン 3-2 2013年12月17日 ザールブリュッケン ブレーメン 3‐2

ブレーメン ザールブリュッケン 3-0 2013年12月22日 ハーゲン オクセンハオゼン 3‐2

2013年9月8日 フリッケンハオゼン ザールブリュッケン 3-1 2014年1月12日 ザールブリュッケン フリッケンハオゼン 1-3

グレンツァオ ブレーメン 1-3 マーベルツェル プリューダーハオゼン 3-0

プリューダーハオゼン マーベルツェル 0-3 2014年1月14日 デュッセルドルフ ハーゲン 3-0

ミュールハオゼン オクセンハオゼン 0-3 オクセンハオゼン ミュールハオゼン 3-1

2013年9月15日 ハーゲン デュッセルドルフ 3-1 2014年1月15日 ブレーメン グレンツァオ 3-2

2013年9月21日 マーベルツェル フリッケンハオゼン 3-2 2014年1月19日 グレンツァオ ザールブリュッケン 1-3

2013年9月22日 オクセンハオゼン プリューダーハオゼン 3-1 プリューダーハオゼン オクセンハオゼン 3-1

デュッセルドルフ ミュールハオゼン 3-1 ミュールハオゼン デュッセルドルフ 0-3

ブレーメン ハーゲン 3-0 2014年1月21日 ハーゲン ブレーメン 2-3

ザールブリュッケン グレンツァオ 0-3 2014年2月2日 デュッセルドルフ プリューダーハオゼン 3-1

2013年9月29日 フリッケンハオゼン グレンツァオ 3-1 2014年2月4日 フリッケンハオゼン マーベルツェル 1-3

マーベルツェル オクセンハオゼン 2-3 2014年2月5日 ザールブリュッケン ハーゲン 3-0

ハーゲン ザールブリュッケン 0-3 2014年2月9日 オクセンハオゼン マーベルツェル 0-3

ミュールハオゼン ブレーメン 3-2 2014年2月11日 ブレーメン ミュールハオゼン 3-0

プリューダーハオゼン デュッセルドルフ 2-3 2014年2月19日 グレンツァオ フリッケンハオゼン 2-3

2013年10月15日 ブレーメン プリューダーハオゼン 3-1 2014年2月23日 フリッケンハオゼン オクセンハオゼン 2-3

2013年10月20日 グレンツァオ ハーゲン 3-1 マーベルツェル デュッセルドルフ 3‐2

デュッセルドルフ マーベルツェル 1-3 プリューダーハオゼン ブレーメン 0-3

ザールブリュッケン ミュールハオゼン 3-0 ミュールハオゼン ザールブリュッケン 0-3

2013年10月27日 オクセンハオゼン フリッケンハオゼン 2-3 ハーゲン グレンツァオ 3‐2

2013年11月3日 フリッケンハオゼン ハーゲン 3-1 2014年3月9日 ハーゲン フリッケンハオゼン 1-3

ミュールハオゼン グレンツァオ 2-3 グレンツァオ ミュールハオゼン 3-1

プリューダーハオゼン ザールブリュッケン 1-3 ザールブリュッケン プリューダーハオゼン 3-1

マーベルツェル ブレーメン 3-0 ブレーメン マーベルツェル 1-3

オクセンハオゼン デュッセルドルフ 1-3 デュッセルドルフ オクセンハオゼン 3-2

2013年11月24日 デュッセルドルフ フリッケンハオゼン 3-0 2014年3月16日 フリッケンハオゼン デュッセルドルフ 1-3

ブレーメン オクセンハオゼン 3-2 オクセンハオゼン ブレーメン 3-0

ザールブリュッケン マーベルツェル 1-3 マーベルツェル ザールブリュッケン 3-0

グレンツァオ プリューダーハオゼン 3-1 プリューダーハオゼン グレンツァオ 1-3

ハーゲン ミュールハオゼン 2-3 ミュールハオゼン ハーゲン 0-3

2013年11月30日 マーベルツェル グレンツァオ 3-0 2014年3月23日 ミュールハオゼン フリッケンハオゼン 0-3

2013年12月1日 フリッケンハオゼン ミュールハオゼン 3-0 ハーゲン プリューダーハオゼン 3-2

プリューダーハオゼン ハーゲン 1-3 グレンツァオ マーベルツェル 3-1

オクセンハオゼン ザールブリュッケン 1-3 ザールブリュッケン オクセンハオゼン 3-0

デュッセルドルフ ブレーメン 3-2 2014年3月24日 ブレーメン デュッセルドルフ 2-3

2013年12月8日 ブレーメン フリッケンハオゼン 0‐3 2013年4月6日 フリッケンハオゼン ブレーメン

ザールブリュッケン デュッセルドルフ 1‐3 デュッセルドルフ ザールブリュッケン

グレンツァオ オクセンハオゼン 3‐2 オクセンハオゼン グレンツァオ

ハーゲン マーベルツェル 0‐3 マーベルツェル ハーゲン

ミュールハオゼン プリューダーハオゼン 3‐2 プリューダーハオゼン ミュールハオゼン

■2013-2014年ドイツ・ブンデスリーガ日程表


