
TCGC はラグビーW 杯日本大会を応援します。 

東京と開催都市の試合と関連イベント、また各都市の観光情報を一覧できるページを設けました。 

 

 

ラグビーW 杯 2019 日本大会 応援ページ 
We TCGC members are rooting for Rugby World Cup in Japan.  

The matches are held in 12 cities across the length and breadth of Japan. For 

more information, please check each website below. 

 

アジアで初めての開催となるラグビーW 杯が 9 月 20 日から日本で始まります。 

世界 20 カ国の代表が集い、東京都調布市での開会式を皮切りに、全国 12 都市で熱戦を繰り広

げます。 

 

東京の街案内ボランティアガイドとして国内外の多くのお客様のお手伝いをしてきた TCGC で

は、東京調布の試合や関連イベント情報、観光情報を始め、試合が行われる全国 12 都市の試合と

関連イベント情報、そして各都市の観光情報を結ぶページを設けました。 

各開催都市を訪ねる際には、下記のリンクで開催都市の情報をチェックしてください。 

そして東京を訪ねる際には TCGC にご相談ください。東京の街歩きガイドもいたします。 

東京シティガイドクラブ  TEL&FAX:03-6912-1518 

    NPO Tokyo City Guide Club    https://tcgc.jp/ 

 

東京都の関連イベント及び観光情報など  Tokyo 

 

開催12都市の試合および関連イベント情報＆観光情報(※以下英語併記) 

北海道・東北 

札幌市 Sapporo City  

岩手県・釜石市 Iwate Pref. Kamaishi City 

関東 

埼玉県・熊谷市 Saitama Pref. Kumagaya City 

東京都（調布市） Tokyo (Chofu City) 

神奈川県・横浜市 Kanagawa Pref. Yokohama City 

https://tcgc.jp/


 

東海 

静岡県 Shizuoka Pref.  

愛知県・豊田市 Aichi Pref. Toyota City 

関西 

大阪府・東大阪市 Osaka Pref. Higashiosaka City 

神戸市 Kobe City 

九州 

福岡県・福岡市 Fkuoka Pref. Fukuoka City 

大分県 (大分市) Oita Pref. （Oita City） 

熊本県・熊本市 Kumamoto Pref. Kumamoto City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道・東北 

＜札幌市 Sapporo City ＞ 

札幌市の試合会場は札幌ドーム 

9 月 21 日(土)にオーストラリア 対 フィジー戦 

9 月 22 日(日)にイングランド 対 トンガ戦 

の計 2 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン(大型ビジョンでの試合中継やステージベントほか)●札幌大通公園西 2 丁目（9 月

20 日～29 日）●札幌駅南口広場（9 月 20 日～22 日） 

・Fanzones  ●Sapporo Odori Park ●Sapporo Station South Plaza 

 

・札幌の観光情報 Travel Information in sapporo 

 http://www.sapporo.travel/  

・札幌市ラグビー情報  the match information in Sapporo 

   http://www.city.sapporo.jp/sports/rugby/2019.html  

・札幌ドーム  Sapporo Dome 

 https://www.rugbyworldcup.com/venues/the-sapporo-dome  

 

 

 

＜岩手県・釜石市 Kamaishi City＞ 

釜石市の試合会場は釜石鵜住居復興スタジアム 

9 月 25 日(水)にフィジー 対 ウルグアイ戦 

10 月 13 日(日)にナミビア 対 カナダ戦 

の計 2 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●釜石市民ホール（9 月 20 日～10 月 13 日、19 日、20 日、26 日、27 日、

11 月 1 日、2 日） 

 

・Fanzones  ●Kamaishi Civic Hall 

・いわて・かまいしラグビー情報 Kamaishi,Iwate Rugby Information 

https://www.rugby-iwate.kamaishi.pref.iwate.jp/  

  

https://goo.gl/maps/21cDac2Xk9wFoFDv9
https://goo.gl/maps/1uQcMZ6tTRtnLzbs7
http://www.sapporo.travel/
http://www.city.sapporo.jp/sports/rugby/2019.html
https://www.rugbyworldcup.com/venues/the-sapporo-dome
https://goo.gl/maps/5b2DP5zNgUqH1C7Q8
https://www.rugby-iwate.kamaishi.pref.iwate.jp/


関東 

＜埼玉県・熊谷市 Kumagaya City＞ 

熊谷市の試合会場は熊谷ラグビー場 

9 月 24 日(火)にロシア 対 サモア戦 

9 月 29 日(日)にジョージア 対 ウルグアイ戦 

10 月 9 日(水)にアルゼンチン 対 アメリカ戦 

の計 3 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●コミュニティひろば（9 月 20 日～22 日、24 日、28 日、29 日、10 月 4 日

～6 日、9 日） 

・Fanzones  ●Community Space in Kumagaya 

 

・熊谷での試合情報&関連イベント情報 the match information in Kumagaya 

  https://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/kumaspo/worldcup2019/index.html 

・熊谷へラグビーを見に行こう！ https://www.kumagaya-rugby.jp/  

・熊谷ラグビー応援団 https://kumarug.com/  

 

＜東京 （調布市） Chofu City＞  

調布の試合会場は東京スタジアム 

9 月 20 日(金)18:30 より開会式および日本 対 ロシア戦 

9 月 21 日(土)にフランス 対 アルゼンチン戦 

9 月 29 日(日)にオーストラリア 対 ウェールズ戦 

10 月 5 日(土)にはイングランド 対 アルゼンチン戦 

10 月 6 日(日)にはニュージーランド 対 ナミビア戦 

10 月 19 日(土)には準々決勝(プール B1 位 対 プール A2 位) 

10 月 20 日(日)には準々決勝(プール A1 位 対 プール B2 位) 

11 月 1 日(金)には 3 位決定戦 

の計 8 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●調布駅前広場 調布市グリーンホール（9 月 20 日～23 日、28 日、29 日、10

月 4 日～6 日、11 日～13 日、19 日、20 日、26 日、27 日、11 月 1 日、2 日） 

・Fanzones  ●Chofu Station Square & Chofu City Green Hall 

 

・東京・調布でのラグビー情報 the match information in Chofu 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/0000000000000/15107250128

93/index.html 

・調布のイベント情報 the event information in Chofu 

 https://csa.gr.jp/event_calender  

・調布の観光情報 Travel Information in Chofu 

  https://csa.gr.jp/sightseeing_spot  

 

https://goo.gl/maps/5S5NCDHYHLzWukWG9
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/kumaspo/worldcup2019/index.html
https://www.kumagaya-rugby.jp/
https://kumarug.com/
https://goo.gl/maps/9B9wjdfiHcC9Syt36
https://goo.gl/maps/sKnwp6Bi2QvWbA4F6
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/0000000000000/1510725012893/index.html
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/0000000000000/1510725012893/index.html
https://csa.gr.jp/event_calender
https://csa.gr.jp/sightseeing_spot


 

＜神奈川県・横浜市 Kanagawa Pref. Yokohama City＞ 

神奈川県横浜市の試合会場は横浜国際総合競技場 

9 月 21 日(土)に ニュージーランド 対 南アフリカ戦 

9 月 22 日(日)に アイルランド 対 スコットランド戦 

10 月 12 日(土)に イングランド 対 フランス戦 

10 月 13 日(日)に 日本 対 スコットランド戦 

10 月 26 日(土)に 準決勝(準々決勝 1 勝者 対 準々決勝 2 勝者) 

10 月 27 日(日)に 準決勝 2(準々決勝 3 勝者 対 準々決勝 4 勝者) 

11 月 2 日(土)には決勝 

の計 7 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●臨港パーク・みなとみらい駅徒歩 5 分（9 月 20 日～22 日、28 日、29 日、

10 月 5 日、6 日、12 日、13 日、19 日、20 日、26 日、27 日、11 月 1 日、2 日） 

・Fanzones ●Rinko Park（Minatomirai Station） 

 

・神奈川・横浜の試合情報 the match information in Yokohama 

 https://rugby.city.yokohama.lg.jp/rwc01/  

・神奈川・横浜のイベント情報 the event information in Yokohama 

 https://rugby.city.yokohama.lg.jp/category/fanzone/  

・神奈川・横浜の観光情報 Travel Information in Yokohama 

 https://rugby.city.yokohama.lg.jp/cvcat/tourism  

 

 

<東京の関連イベント及び観光情報など Tokyo＞ 

・ファンゾーン●東京スポーツスクエア・有楽町駅東口前（9 月 20 日～26 日、28 日～30 日、

10 月 2 日～6 日、8 日、9 日 11 日～13 日、19 日、20 日、26 日、27 日、11 月 1 日、2

日） 

・Fanzones ●Tokyo Sports Square(JR Yurakucho Station) 

 

・東京の観光情報（東京観光財団）Travel Information in Tokyo  

 https://www.gotokyo.org/   

https://www.sportsjourney.jp/（JAPAN SPORTS JOURNEY） 

・ラグビーワールドカップ組織委員会 HP   RWC 2019 Organisation HP 

https://www.rugbyworldcup.com/  

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/vHsGAh2sK1WsH76C7
https://rugby.city.yokohama.lg.jp/rwc01/
https://rugby.city.yokohama.lg.jp/category/fanzone/
https://rugby.city.yokohama.lg.jp/cvcat/tourism
https://goo.gl/maps/Kp3v6PufLk4ozMhn7
https://www.gotokyo.org/
https://www.sportsjourney.jp/
https://www.rugbyworldcup.com/


 

東海 

＜静岡県 Shizuoka Pref.＞ 

静岡県の試合会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム 

9 月 28 日(土)に日本 対 アイルランド戦、 

10 月 4 日(金)に南アフリカ 対 イタリア戦 

10 月 9 日(水)にスコットランド 対 ロシア戦 

10 月 11 日(金)にオーストラリア 対 ジョージア戦 

の計 4 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●静岡市・駿府城公園（9 月 20 日～22 日、28 日、29 日、10 月 4 日、5 日、

9 日、11 日、13 日） 

●浜松市・ソラモ えんてつホール（9 月 20 日、28 日、10 月 4 日、5 日、9

日、11 日、13 日、26 日、27 日、11 月 2 日） 

・Fanzones ●Sumpu Castle Park in Shizuoka-city   ●Soramo & Entetsu Hall in 

Hamamatsu-city 

 

・静岡県の試合&イベント＆観光情報 the match information in Shizuoka 

https://rugby-pref-shizuoka.jp/ 

 

（※試合会場は袋井市にあります） 

 

 

＜愛知県・豊田市 Toyota City＞ 

豊田市の試合会場は豊田スタジアム 

9 月 23 日(月)にウェールズ 対 ジョージア戦 

9 月 28 日(土)に南アフリカ 対ナミビア 戦 

10 月 5 日(土)に日本 対 サモア 戦 

10 月 12 日(土)にニュージーランド 対 イタリア戦 

の計 4 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●スカイホール豊田（9 月 20 日、23 日、28 日、10 月 5 日、12 日、13 日、

19 日、20 日、26 日、27 日、11 月 2 日） 

・Fanzones ●Sky Hall Toyota 

 

・豊田市の試合&イベント&観光情報 the match information in Toyota 

 https://www.city.toyota.aichi.jp/worldcup2019/  

・豊田スタジアム TOYOTA Stadium 

 http://toyota-stadium.co.jp/  

 

 

https://goo.gl/maps/w8WPfb2r9kiV6Apy6
https://goo.gl/maps/FPLrPruqnXF7d4hs7
https://goo.gl/maps/izw1fmpUeCH1qxgy5
https://goo.gl/maps/zxnYCZ6xgmMqysLt7
https://www.city.toyota.aichi.jp/worldcup2019/
http://toyota-stadium.co.jp/


 

 

関西 

＜大阪府・東大阪市 Higashiosaka City＞ 

東大阪市の試合会場は花園ラクビー場 

9 月 22 日(日)にイタリア 対 ナミビア戦 

9 月 28 日(土)にアルゼンチン 対 トンガ戦 

10 月 3 日(木)にジョージア 対 フィジー戦 

10 月 13 日(日)にアメリカ 対 トンガ戦 

の計 4 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●大阪天王寺公園●てんしば（9 月 21 日、22 日、28 日、10 月 3 日、5 日、

13 日） ●東大阪市 花園中央公園野球場（9 月 20 日、21 日、22 日） 

(※9 月 22 日（日）花園中央公園野球場は「イタリアｖナミビア」のチケットをお持ちの方の

み入場可能です) 

・Fanzones   ●Tenshiba, Tennoji Park in Osaka-city   ●Hanazono Chuo Kouen 

Baseball Stadium in Higashiosaka 

 

・東大阪市の試合情報  the match information in Higashiosaka 

 https://www.rugby-osaka.hanazono.pref.osaka.jp/rwc2019/date.html  

・大阪の観光情報 Travel Information in Osaka 

 https://osaka-info.jp/  

 

 

＜神戸市 Kobe City＞ 

神戸市の試合会場は神戸市御崎公園球技場 

9 月 26 日(木)にイングランド 対 アメリカ戦 

9 月 30 日(月)にスコットランド 対 サモア戦 

10 月 3 日(木)にアイルランド 対 ロシア戦 

10 月 8 日(火)に南アフリカ 対 カナダ戦 

の計 4 試合が行われます。 

・ファンゾーン●メリケンパーク（9 月 26 日、28 日～30 日、10 月 3 日、5 日、6 日、8 日） 

・Fanzones ●Meriken Park 

 

・神戸市の試合&イベント情報 the match information in Kobe 

 https://www.2019kobe.com/  

・神戸の観光情報 Travel Information in Kobe 

https://try-kobe.com/ 

 

 

  

https://goo.gl/maps/rwqseow4TJVATNnT9
https://goo.gl/maps/4HBCCZYgrwxk24tg9
https://goo.gl/maps/4HBCCZYgrwxk24tg9
https://www.rugby-osaka.hanazono.pref.osaka.jp/rwc2019/date.html
https://osaka-info.jp/
https://goo.gl/maps/44tMhGG9ujmz82Px6
https://www.2019kobe.com/
https://try-kobe.com/


九州 

＜福岡県福岡市 Fukuoka City＞ 

福岡市の試合会場は東平尾公園博多の森球技場 

9 月 26 日(木)にイタリア 対 カナダ戦 

10 月 2 日(水)にフランス 対 アメリカ戦 

12 日(土)にアイルランド 対 サモア戦 

の計 3 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●JR 博多駅前広場（9 月 20 日～22 日、26 日～28 日、10 月 2 日～5 日、

12 日、13 日） 

・Fanzones ●JR Hakata Station Square 

 

・福岡市の試合情報 the match information in Fukuoka 

 https://twitter.com/FukuokaRugby19  

 https://www.crossroadfukuoka.jp/rugby/  

 

 

＜大分県 (大分市) Oita City＞ 

大分市の試合会場は大分スポーツ公園総合競技場 

10 月 2 日(水)にニュージーランド 対 カナダ戦 

10 月 5 日(土)オーストラリア 対 ウルグアイ戦 

10 月 9 日(水)にウェールズ 対 フィジー戦 

10 月 19 日(土)に準々決勝 1(プール C1 位 対 プール D2 位) 

10 月 20 日(日)に準々決勝３(プール D1 位 対 プール C2 位) 

の計 5 試合が行われます。 

 

・ファンゾーン●大分いこいの道広場（9 月 20 日、28 日、10 月 1 日、2 日、4 日、5 日、8

日、9 日、13 日、18 日～20 日、26 日、27 日、11 月 2 日） 

・Fanzones ●Oita Ikoi no Michi Place 

 

・大分市の試合情報 the match information in Oita 

 https://oitarugby.pref.oita.jp/  

・大分市の観光情報 Travel Information in Oita 

 https://www.oishiimati-oita.jp/  

 

 

＜熊本県・熊本市 Kumamoto City＞ 

熊本市の試合会場は熊本県民総合運動公園陸上競技場 

10 月 6 日(日)にフランス 対 トンガ戦 

10 月 13 日(日)にウェールズ 対 ウルグアイ戦 

の 2 試合が行われます。 

https://goo.gl/maps/Fq6LvNs2UuoMd6YQ9
https://twitter.com/FukuokaRugby19
https://www.crossroadfukuoka.jp/rugby/
https://oitarugby.pref.oita.jp/
https://www.oishiimati-oita.jp/


 

・ファンゾーン●花畑広場 シンボルプロムナード（9 月 20 日～22 日、28 日、29 日、10 月

2 日、5 日～13 日） 

・Fanzones ●Hanabata Square & Symbol Promenade 

 

・熊本市の試合情報 the match information in Kumamoto 

 https://kumamoto.guide/rwc2019/  

・熊本市の観光情報 Travel Information in Kumamoto 

 https://kumamoto-icb.or.jp/ 

  https://kumamoto-guide.jp/  

 

https://goo.gl/maps/h6Q9Q8RoAr8JwiSr7
https://kumamoto.guide/rwc2019/
https://kumamoto-icb.or.jp/
https://kumamoto-guide.jp/

