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ラグビー日本代表VSオーストラリア代表
テストマツチ
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いつも大変お世話様です。

さて、2017年秋シーズンに向けてラグビー日本代表のテストマッチ開催の
日程及びチケットの発売予定が日本ラグビーフットボール協会より発表されま
した。それを受けて神刹 H県ラグビーフットボール協会では、8月 12日 (土)

から開始されるJRFUメ ンパーズクラフチケット先行販売を前に、開催地協会
として「インナーチケット事前予約申し込み」の受付を行います。
この事前予約申し込みは、当日の試合観戦チケットを当協禽経由でお買い求め
いただくことを前提に事前の購入予約申し込みを受け付けるものです。
つきましては、神奈川県ラグビー協会各委員会及び加盟チームの皆様を介して
より多くの方々より、チケット購入の事前予約申し込みを頂きますようお願い
申し上げます。何卒宣しくお願いします。

対戦相手であるオース トラリア代表について

世界ランキング :4位  (2017年7月現在、日本代表は、11位 )

ラグビーワールドカップでの戦績 :

優勝 :2回 (1991年/1999年)準優勝 :2回 (2003年/2015年 )

3位 :1回 (2011年)過去8大会で全てベスト8以上の強豪

この歴史的語 と墨非ライプで‥ tH:
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平成29年 8月吉日

サポートメンバーズクラブ会員様
神奈川県ラグビーフットボール脇会

会 長 丹治  明

理事長 三浦 幸宏

秋の有料試合ご招待のお知らせです

拝啓、盛夏の候貴台様には益々のご健勝をお喜び申し上げます。

RWC2019まであと2年と迫りました。サポートメンバーズクラブにご入会いただきました皆様にこ

の秋の有料試合のご招待券をお送りさせていただきます。

また、11月 4日 (土)に行われる日本代表対オーストラリア代表のテストマッチはラグビーワール

ドカップ決勝戦会場である日産スタジアムで行われます。多くのファンの方で会場を満員にいたした

く準備を進めております。

サポートメンバーの皆様には一般前売りに先駆けてご案内を申し上げますぜひおいでください。

敬具

神奈川県で行われる秋の試合

9月 16日 (■)15:00 海老名市運動公園 早稲田大学vs日本体育大学 有料¥1000

15100 秋葉台公園    青山学院大学vs明治大学  無料

17:00 荻野運動公園   栗田工業vs日本IBM    無料

9月 30日 (土)15:00 秋葉台公園    清水建設vsヤクルト    無料

10月 22日 (日)11:30 ニッパツニツ沢  成膜大学vs青山学院大学  有料一般¥1500

14100 ニッパツ三ツ沢  日本体育大学vs筑波大学  有料中央¥2500

10月 28日 (土)   保土ヶ谷ラグビー場 太陽生命カップ女子セプンズ 無料

10月 29日 (日)   保土ヶ谷ラグビー場 太陽生命カップ女子セブンズ 無料

11月 4日 (土)1420 新横浜国際競技場  日本代表vsオーストラリア代表有料

11月  5日 (日 )■ :00 相模原ギオン    早稲田大学vs成際大学   有料一般¥1000

14:00 相模原ギオン   明治大学vs帝京大学    有料中央¥2000

■ 月 18日 (土)11:30 ニッパツ三ツ沢   日本体育大学vs青山学院大学 有料一般¥1500

14:66 ニラパツ三ッ沢   明治大学vs帝京大学    有料中央¥2500

■ 月25日 (土)14:00 城山陸上競技場   関東学院大学vs拓殖大学  有料¥1000

12月 16日ω 13100 ニッパツ三ツ沢   キヤノンvsN E C      有料¥3000 ¥2000

12月 17日 (日 )■ :30 ニッパツ三ツ沢   トツプチヤレンジ      有料

14:00 ニッパツ三ツ沢   トツプチヤレンジ      有料

追伸 :メールアドレスをご機 いただきますと、日本協会・神奈川県協会の情報を絶えずお送りする

ことが出来ますので「FAXかメールでアドレス登録希望」のメッセージをお送りください。

神奈川県ラグビーフットボール協会事務局

電冨舌:045-504-7607
F婦仕 045-504-9891
メール l inloOrugby― kanagawao ip



神奈川県ラグビフットボール協会秋季有料試合会場別料金表 2017.7.31三 浦

ニッパツニツ沢球技場 海老名陸上競技場

大学 10月 22日 (日 )、 (成隈vs青山、日体vs筑波)
大学 9月 16日 (土 )、 (早稲田VS日 体 )

前売り券 当日券 チケット
作成数料金 料金

中央席 2,500 2,500 1,000

中央席小中高 1,200 1,200 100

自由席一般 1,500 1,500
2,000

(4.000)

自由席小中高 500 500 500

※ ()は 11月 18日 開催作成数

ニッパツエツ沢球技場

トツプリーゲ 12月 16日 (■ )、 (キヤノンvsNEC)

ニッパツエツ沢球技場

トップチャレンジ2試合 12月 17日 (日 )

前売り券 当日券 チケット
作成数料金 料金

統一 1,000 1.000 2,000

小B中・高 無料 無料 0

ギオンスタジアム

大学 11月 5日 (日 )、 (早稲田vs成 :桑 、帝京vs慶應)

城山陸上競技場

大学 11月 25日 (上 )、 (関東vs拓大)

前売り券 当日券 チケット
作成数料 金 料 金

中央席 2,500 3,000

日本協会

中央席小中高 1,200

自由席一般 1,800 2,000

自由席小中高 500 700

自由席ペア(Tとのみ | 3,000

前売り券 当日券 チケット
作成数料 金 料 金

中央席 2,000 2,000 1,500

中央席小中高 1,000 1,000 200

自由席一般 1,000 1,000 4,000

自由席小中高 500 500 500

前売り券 当日券 チケット
作成数料 金 料 金

統一 2,000 2,000

関東協会学生券(大学日高校) 800 800

′卜い中学生 無料 無料

前売り券 当日券 チケット
作成ヂ女料 金 料 金

統一 1,000 1,000 1,500

′Jヽ 口中け高 無料 無料


