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ラグビー担当記者各位 

    

201９年 関東ラグビーフットボール協会主催 

ジャパンラグビートップイーストリーグ Div.1 スケジュールについて 

 

 「ジャパンラグビー トップイーストリーグ Div.1」が９月７日より開幕いたします。 

今年度、新たに日立製作所 Sun Nexus・富士ゼロックス ファイヤーバードが加わり白熱した戦い

が予想されます。 

日程について別紙のとおり発表させていただきますので、各紙にてよろしくお取り扱いのほどをお

願いいたします。 

 

【参加チーム】１０チーム 

ヤクルト LEVINS・横河武蔵野アトラスターズ・東京ガス・セコムラガッツ 

秋田ノーザンブレッツ・明治安田生命ホーリーズ・BIG BLUES・クリーンファイターズ山梨 

日立製作所 Sun Nexus・富士ゼロックス ファイヤーバード 

 

【対戦方法】 

10 チームによる総当たり戦 

  勝ち点制 

 

≪グラウンド案内≫ 

東京・秩父宮―秩父宮ラグビー場（港区北青山 2-8-35） 

東京・東京ガスＧ―東京ガス大森グラウンド（大田区大森東 3-28-1） 

東京・横河Ｇ―横河武蔵野グラウンド（武蔵野市中町 2-10 横河電機本社内） 

東京・明治安田Ｇ―明治安田生命グラウンド（八王子市戸吹町 150 明治安田生命グリーンランド） 

東京・上柚木―八王子市上柚木公園陸上競技場（八王子市上柚木 2-40-1） 

秋田・A-スタ（あきぎん）―あきぎんスタジアム（秋田市八橋運動公園 1-1） 

埼玉・セコムＧ―セコムラグビーフィールド（狭山市柏原富士塚 308-1） 

埼玉・ヤクルトＧ－ヤクルト戸田総合グラウンド(戸田市美女木 4638-1) 

茨城・水戸ツインフィールド－水戸市立サッカー・ラグビー場（水戸市河和田町 3438-1） 

茨城・日立市民運動公園－日立市民運動公園陸上競技場（日立市東成沢町 2-15-1） 

神奈川・保土谷運動公園－神奈川県立保土谷公園ラグビー場（横浜市保土ヶ谷区花見台 4-2） 

神奈川・柳島スポーツ公園－柳島スポーツ公園総合競技場（茅ヶ崎市柳島 1300） 

神奈川・海老名陸上競技場－海老名市運動公園陸上競技場（海老名市社家 4032-1） 

千葉・八千代総合 G－八千代市総合運動公園（千葉県八千代市萱田 1224） 

山梨・TOSEN G－TOSEN グラウンド（山梨市東後屋敷 707-1 東京洗染 山梨工場内） 

山梨・御勅使南公園－御勅使南公園ラグビー場（南アルプス市六 1588-2） 
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2019トップイーストDiv１日程

月　日 曜日 キックオフ 場　所 備　考

9月7日 土 明治安田生命ホーリーズ - 秋田ノーザンブレッツ 11:00 明治安田Ｇ 無料

9月7日 土 ヤクルトLEVINS - クリーンファイターズ山梨 15:00 ヤクルトG 無料

9月7日 土 横河武蔵野アトラスターズ - 日立製作所Sun Nexus 16:00 横河G 無料

9月7日 土 東京ガス - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 16:00 東京ガスＧ 無料

9月8日 日 セコムラガッツ - BIG BLUES 15:00 セコムG 無料

9月14日 土 東京ガス - 日立製作所Sun Nexus 15:00 東京ガスＧ 無料

9月15日 日 秋田ノーザンブレッツ - クリーンファイターズ山梨 11:00 Ａ－スタ（あきぎん） 有料

9月15日 日 ヤクルトLEVINS - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 15:00 ヤクルトG 無料

9月15日 日 明治安田生命ホーリーズ - セコムラガッツ 15:00 明治安田Ｇ 無料

9月15日 日 横河武蔵野アトラスターズ - BIG BLUES 16:00 横河G 無料

9月28日 土 秋田ノーザンブレッツ - 東京ガス 12:00 Ａ－スタ（あきぎん） 有料

9月28日 土 ヤクルトLEVINS - BIG BLUES 13:00 ヤクルトG 無料

9月28日 土 明治安田生命ホーリーズ - 日立製作所Sun Nexus 15:00 明治安田G 無料

9月29日 日 クリーンファイターズ山梨 - 横河武蔵野アトラスターズ 13:00 TOSEN G 無料

9月29日 日 セコムラガッツ - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 15:00 セコムG 無料

10月12日 土 横河武蔵野アトラスターズ - 東京ガス 13:00 横河G 無料

10月12日 土 ヤクルトＬＥＶＩＮＳ - 明治安田生命ホーリーズ 13:00 ヤクルトG 無料

10月13日 日 富士ゼロックス　ファイヤーバード - 秋田ノーザンブレッツ 11:00 海老名陸上競技場 無料

10月13日 日 セコムラガッツ - 日立製作所Sun Nexus 13:00 セコムG 無料

10月13日 日 クリーンファイターズ山梨 - BIG BLUES 13:00 御勅使南公園 無料

10月19日 土 日立製作所Sun Nexus - ヤクルトＬＥＶＩＮＳ 13:00 日立市民運動公園 無料

10月19日 土 クリーンファイターズ山梨 - 東京ガス 13:00 TOSEN G 無料

10月20日 日 秋田ノーザンブレッツ - セコムラガッツ 12:00 Ａ－スタ（あきぎん） 有料

10月20日 日 横河武蔵野アトラスターズ - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 13:00 横河G 無料

10月20日 日 BIG BLUES - 明治安田生命ホーリーズ 14:00 八千代総合Ｇ 無料

11月2日 土 秋田ノーザンブレッツ - 日立製作所Sun Nexus 12:00 Ａ－スタ（あきぎん） 有料

11月2日 土 ヤクルトＬＥＶＩＮＳ - 東京ガス 13:00 ヤクルトG 無料

11月3日 日祝 横河武蔵野アトラスターズ - 明治安田生命ホーリーズ 13:00 横河G 無料

11月3日 日祝 セコムラガッツ - クリーンファイターズ山梨 13:00 セコムG 無料

11月3日 日祝 富士ゼロックス　ファイヤーバード - BIG BLUES 13:30 保土谷運動公園 無料

11月9日 土 東京ガス - BIG BLUES 13:00 東京ガスＧ 無料

11月10日 日 日立製作所Sun Nexus - クリーンファイターズ山梨 11:00 水戸ツインフィールド 無料

11月10日 日 ヤクルトＬＥＶＩＮＳ - 秋田ノーザンブレッツ 12:00 ヤクルトG 無料

11月10日 日 横河武蔵野アトラスターズ - セコムラガッツ 13:00 横河G 無料

11月10日 日 明治安田生命ホーリーズ - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 13:00 明治安田G 無料

11月23日 土祝 東京ガス - 明治安田生命ホーリーズ 13:00 東京ガスＧ 無料

11月23日 土祝 セコムラガッツ - ヤクルトＬＥＶＩＮＳ 13:00 セコムG 無料

11月24日 日 BIG BLUES - 日立製作所Sun Nexus 11:30 秩父宮 有料

11月24日 日 秋田ノーザンブレッツ - 横河武蔵野アトラスターズ 12:00 Ａ－スタ（あきぎん） 有料

11月24日 日 富士ゼロックス　ファイヤーバード - クリーンファイターズ山梨 14:00 柳島スポーツ公園 無料

11月30日 土 BIG BLUES - 秋田ノーザンブレッツ 11:30 上柚木 無料

12月1日 日 クリーンファイターズ山梨 - 明治安田生命ホーリーズ 13:00 御勅使南公園 無料

12月1日 日 日立製作所Sun Nexus - 富士ゼロックス　ファイヤーバード 13:00 日立市民運動公園 無料

12月8日 日 東京ガス - セコムラガッツ 11:30 秩父宮 有料

12月8日 日 ヤクルトＬＥＶＩＮＳ - 横河武蔵野アトラスターズ 14:00 秩父宮 有料

対戦カード


