
山東魯能　̶　四川長虹佑康 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

江蘇中超電纜·紫砂·紫砂　̶　霸州海潤 江蘇中超電纜·紫砂 宜興市体育中心体育館

寧波海天塑机　̶　広東深圳明金海 寧波海天塑机 北侖区体芸中心

八一大商　̶　天津豪安 八一大商 大連海事大学体育館

上海龍騰　̶　山東魏橋創業 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魯能　̶　霸州海潤 霸州海潤 保定長城内燃机有限公司体育館

四川長虹佑康　̶　広東深圳明金海 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　天津豪安 天津豪安 天津財経大学

寧波海天塑机　̶　山東魏橋創業 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

八一大商　̶　上海龍騰 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魯能　̶　広東深圳明金海 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

霸州海潤　̶　天津豪安 霸州海潤 保定長城内燃机有限公司体育館

四川長虹佑康　̶　山東魏橋創業 四川長虹佑康 凉山民族体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　上海龍騰 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

寧波海天塑机　̶　八一大商 寧波海天塑机 温岭体育中心

山東魯能　̶　天津豪安 天津豪安 天津財経大学

広東深圳明金海　̶　山東魏橋創業 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

霸州海潤　̶　上海龍騰 上海龍騰 上海青浦体育館

四川長虹佑康　̶　八一大商 八一大商 大連海事大学体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　寧波海天塑机 寧波海天塑机 温岭体育中心

山東魯能　̶　山東魏橋創業 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

天津豪安　̶　上海龍騰 天津豪安 天津財経大学

広東深圳明金海　̶　八一大商 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

霸州海潤　̶　寧波海天塑机 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

四川長虹佑康　̶　江蘇中超電纜·紫砂 四川長虹佑康 凉山民族体育館

山東魯能　̶　上海龍騰 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魏橋創業　̶　八一大商 八一大商 大連海事大学体育館

天津豪安　̶　寧波海天塑机 寧波海天塑机 北侖区体芸中心

広東深圳明金海　̶　江蘇中超電纜·紫砂 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

霸州海潤　̶　四川長虹佑康 四川長虹佑康 凉山民族体育館

山東魯能　̶　八一大商 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

上海龍騰　̶　寧波海天塑机 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魏橋創業　̶　江蘇中超電纜·紫砂 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

天津豪安　̶　四川長虹佑康 天津豪安 天津財経大学

広東深圳明金海　̶　霸州海潤 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

山東魯能　̶　寧波海天塑机 寧波海天塑机 温岭体育中心

八一大商　̶　江蘇中超電纜·紫砂 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

上海龍騰　̶　四川長虹佑康 四川長虹佑康 凉山民族体育館

山東魏橋創業　̶　霸州海潤 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

天津豪安　̶　広東深圳明金海 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

山東魯能　̶　江蘇中超電纜·紫砂 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

寧波海天塑机　̶　四川長虹佑康 寧波海天塑机 北侖区体芸中心

八一大商　̶　霸州海潤 八一大商 大連海事大学体育館

上海龍騰　̶　広東深圳明金海 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魏橋創業　̶　天津豪安 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館
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節
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6月6日

期日 対戦

5月26日

5月30日

7月11日

6月16日

6月9日

6月2日

6月13日

会場ホームチーム

5月23日



節 期日 対戦 会場ホームチーム

山東魯能　̶　四川長虹佑康 四川長虹佑康 凉山民族体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　霸州海潤 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

寧波海天塑机　̶　広東深圳明金海 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

八一大商　̶　天津豪安 天津豪安 天津財経大学

上海龍騰　̶　山東魏橋創業 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

山東魯能　̶　霸州海潤 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

四川長虹佑康　̶　広東深圳明金海 四川長虹佑康 内江市梅家山体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　天津豪安 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

寧波海天塑机　̶　山東魏橋創業 寧波海天塑机 北侖区体芸中心

八一大商　̶　上海龍騰 八一大商 大連海事大学体育館

山東魯能　̶　広東深圳明金海 広東深圳明金海 河源市体育館

霸州海潤　̶　天津豪安 天津豪安 天津財経大学

四川長虹佑康　̶　山東魏橋創業 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　上海龍騰 上海龍騰 上海青浦体育館

寧波海天塑机　̶　八一大商 八一大商 大連海事大学体育館

山東魯能　̶　天津豪安 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

広東深圳明金海　̶　山東魏橋創業 広東深圳明金海 河源市体育館

霸州海潤　̶　上海龍騰 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

四川長虹佑康　̶　八一大商 四川長虹佑康 内江市梅家山体育館

江蘇中超電纜·紫砂　̶　寧波海天塑机 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

山東魯能　̶　山東魏橋創業 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

天津豪安　̶　上海龍騰 上海龍騰 上海青浦体育館

広東深圳明金海　̶　八一大商 八一大商 大連海事大学体育館

霸州海潤　̶　寧波海天塑机 寧波海天塑机 北侖区体芸中心

四川長虹佑康　̶　江蘇中超電纜·紫砂 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

山東魯能　̶　上海龍騰 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

山東魏橋創業　̶　八一大商 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

天津豪安　̶　寧波海天塑机 天津豪安 天津財経大学

広東深圳明金海　̶　江蘇中超電纜·紫砂 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

霸州海潤　̶　四川長虹佑康 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

山東魯能　̶　八一大商 八一大商 大連海事大学体育館

上海龍騰　̶　寧波海天塑机 寧波海天塑机 温岭体育中心

山東魏橋創業　̶　江蘇中超電纜·紫砂 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

天津豪安　̶　四川長虹佑康 四川長虹佑康 内江市梅家山体育館

広東深圳明金海　̶　霸州海潤 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

山東魯能　̶　寧波海天塑机 山東魯能 中国石油大学体育館

八一大商　̶　江蘇中超電纜·紫砂 八一大商 大連海事大学体育館

上海龍騰　̶　四川長虹佑康 上海龍騰 上海青浦体育館

山東魏橋創業　̶　霸州海潤 山東魏橋創業 濱州市奥林匹克体育館

天津豪安　̶　広東深圳明金海 天津豪安 天津財経大学

山東魯能　̶　江蘇中超電纜·紫砂 江蘇中超電纜·紫砂 揚州体育公园体育館

寧波海天塑机　̶　四川長虹佑康 四川長虹佑康 凉山民族体育館

八一大商　̶　霸州海潤 霸州海潤 霸州市ピンパン球館

上海龍騰　̶　広東深圳明金海 広東深圳明金海 深圳宝安体育館

山東魏橋創業　̶　天津豪安 天津豪安 天津財経大学
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7月28日

7月18日

7月25日

8月15日

7月21日

8月29日

8月18日

8月22日

8月25日



山東魯能　̶　広東二沙 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

八一·哈弗SUV　̶　金華銀行 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

北京首鋼　̶　吉林·北京中潤華油 北京首鋼 首鋼籃球中心

オルドス東方路橋　̶　遼寧鋼都本渓 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山西大土河華理　̶　武漢安心百分百 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

山東魯能　̶　金華銀行 金華銀行 金華市体育中心

広東二沙　̶　吉林·北京中潤華油 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

八一·哈弗SUV　̶　遼寧鋼都本渓 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

北京首鋼　̶　武漢安心百分百 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

オルドス東方路橋　̶　山西大土河華理 山西大土河華理 大土河体育館

山東魯能　̶　吉林·北京中潤華油 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

金華銀行　̶　遼寧鋼都本渓 金華銀行 金華市体育中心

広東二沙　̶　武漢安心百分百 広東二沙 潮汕体育館

八一·哈弗SUV　̶　山西大土河華理 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

北京首鋼　̶　オルドス東方路橋 北京首鋼 首鋼籃球中心

山東魯能　̶　遼寧鋼都本渓 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

吉林·北京中潤華油　̶　武漢安心百分百 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

金華銀行　̶　山西大土河華理 山西大土河華理 大土河体育館

広東二沙　̶　オルドス東方路橋 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

八一·哈弗SUV　̶　北京首鋼 北京首鋼 首鋼籃球中心

山東魯能　̶　武漢安心百分百 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

遼寧鋼都本渓　̶　山西大土河華理 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

吉林·北京中潤華油　̶　オルドス東方路橋 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

金華銀行　̶　北京首鋼 金華銀行 金華市体育中心

広東二沙　̶　八一·哈弗SUV 広東二沙 潮汕体育館

山東魯能　̶　山西大土河華理 山西大土河華理 大土河体育館

武漢安心百分百　̶　オルドス東方路橋 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

遼寧鋼都本渓　̶　北京首鋼 北京首鋼 首鋼籃球中心

吉林·北京中潤華油　̶　八一·哈弗SUV 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

金華銀行　̶　広東二沙 広東二沙 潮汕体育館

山東魯能　̶　オルドス東方路橋 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

山西大土河華理　̶　北京首鋼 山西大土河華理 大土河体育館

武漢安心百分百　̶　八一·哈弗SUV 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

遼寧鋼都本渓　̶　広東二沙 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

吉林·北京中潤華油　̶　金華銀行 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

山東魯能　̶　北京首鋼 北京首鋼 首鋼籃球中心

オルドス東方路橋　̶　八一·哈弗SUV 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

山西大土河華理　̶　広東二沙 広東二沙 潮汕体育館

武漢安心百分百　̶　金華銀行 金華銀行 金華市体育中心

遼寧鋼都本渓　̶　吉林·北京中潤華油 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

山東魯能　̶　八一·哈弗SUV 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

北京首鋼　̶　広東二沙 北京首鋼 首鋼籃球中心

オルドス東方路橋　̶　金華銀行 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山西大土河華理　̶　吉林·北京中潤華油（6/19） 山西大土河華理 大土河体育館

武漢安心百分百　̶　遼寧鋼都本渓 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

7月12日

6月7日

6 6月10日

7 6月14日

8 6月17日

5月24日

2 5月27日

3 5月31日

4 6月3日
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節 期日 対戦 ホームチーム 会場
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山東魯能　̶　広東二沙 広東二沙 潮汕体育館

八一·哈弗SUV　̶　金華銀行 金華銀行 金華市体育館

北京首鋼　̶　吉林·北京中潤華油 吉林·北京中潤華油 長春吉林大学体育館

オルドス東方路橋　̶　遼寧鋼都本渓 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

山西大土河華理　̶　武漢安心百分百 山西大土河華理 大土河体育館

山東魯能　̶　金華銀行 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

広東二沙　̶　吉林·北京中潤華油 広東二沙 潮汕体育館

八一·哈弗SUV　̶　遼寧鋼都本渓 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

北京首鋼　̶　武漢安心百分百 北京首鋼 首鋼籃球中心

オルドス東方路橋　̶　山西大土河華理 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山東魯能　̶　吉林·北京中潤華油 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

金華銀行　̶　遼寧鋼都本渓 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

広東二沙　̶　武漢安心百分百 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

八一·哈弗SUV　̶　山西大土河華理 山西大土河華理 大土河体育館

北京首鋼　̶　オルドス東方路橋 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山東魯能　̶　遼寧鋼都本渓 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

吉林·北京中潤華油　̶　武漢安心百分百 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

金華銀行　̶　山西大土河華理 金華銀行 金華市体育館

広東二沙　̶　オルドス東方路橋 広東二沙 潮汕体育館

八一·哈弗SUV　̶　北京首鋼 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

山東魯能　̶　武漢安心百分百 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

遼寧鋼都本渓　̶　山西大土河華理 山西大土河華理 大土河体育館

吉林·北京中潤華油　̶　オルドス東方路橋 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

金華銀行　̶　北京首鋼 北京首鋼 首鋼籃球中心

広東二沙　̶　八一·哈弗SUV 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

山東魯能　̶　山西大土河華理 山東魯能 済南奥体中心東荷体育館

武漢安心百分百　̶　オルドス東方路橋 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

遼寧鋼都本渓　̶　北京首鋼 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

吉林·北京中潤華油　̶　八一·哈弗SUV 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

金華銀行　̶　広東二沙 金華銀行 金華市体育中心

山東魯能　̶　オルドス東方路橋 オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山西大土河華理　̶　北京首鋼 北京首鋼 首鋼籃球中心

武漢安心百分百　̶　八一·哈弗SUV 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

遼寧鋼都本渓　̶　広東二沙 広東二沙 潮汕体育館

吉林·北京中潤華油　̶　金華銀行 金華銀行 金華市体育中心

山東魯能　̶　北京首鋼 山東魯能 中国石油大学体育館

オルドス東方路橋　̶　八一·哈弗SUV オルドス東方路橋 伊旗全民健身中心

山西大土河華理　̶　広東二沙 山西大土河華理 大土河体育館

武漢安心百分百　̶　金華銀行 武漢安心百分百 武漢黄陂体育館

遼寧鋼都本渓　̶　吉林·北京中潤華油 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

山東魯能　̶　八一·哈弗SUV 八一·哈弗SUV 鷹潭市体育中心体育館

北京首鋼　̶　広東二沙 広東二沙 潮汕体育館

オルドス東方路橋　̶　金華銀行 金華銀行 金華市体育中心

山西大土河華理　̶　吉林·北京中潤華油 吉林·北京中潤華油 長春市体育館

武漢安心百分百　̶　遼寧鋼都本渓 遼寧鋼都本渓 本渓市体育館

8月26日

18 8月30日

7月29日

14 8月16日

15 8月19日

16 8月23日

10 7月19日

11 7月22日

12 7月2日

13

17


