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公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

神奈川県ラグビーフットボール協会 

 

◆ 神奈川県内在住または在学の小中高生を無料でご招待！！ 

◆ 元ラグビー日本代表選手やリオデジャネイロオリンピック女 

  子セブンズ代表選手もやって来る！！ 

 神奈川県ラグビーフットボール協会は、9月 10日（土）に日産スタジアム（横浜市港北

区）で開催されるジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイ

ーグルス』に合わせ、ラグビーをより身近に感じ、楽しんでいただける各種イベントを開

催します。 

2019年にはラグビーワールドカップが日本で開催され、11月 2日には同スタジアムで

決勝戦が開催されます。ラグビーワールドカップ 2015での日本代表の躍進、そして記憶

に新しいリオデジャネイロオリンピック大会での男女 7人制ラグビーの活躍等、盛り上が

りを見せるラグビーの魅力を感じる事ができるイベントをご用意しています。 

ラグビーファンから初心者の方々まで是非、日産スタジアムに足をお運びください。 
◆ 実施イベントスケジュール 

イベント名 時間 内容 

ピッチ見学ツアー 14時 45分～15時 30分 日産スタジアムピッチ見学ツアー 

ステージイベント 16時 30分～17時 00分 ALLOVER、渡瀬 あつ子によるステージイベント 

トークショー 17時 10分～17時 40分 元ラグビー日本代表廣瀬氏・瓜生氏、リオデジャネ

イロオリンピック女子セブンズ代表トークショー 

トップリーグ 18時 00分～19時 30分頃 東芝ブレイブルーパスＶＳキヤノンイーグルス 

2019 キックオフイベント in 横浜 

2016 年 9 月 10 日（土）開催！ 



 

  ※詳細は以下の項目をご確認下さい。 

  ※全てのイベントは当日のピッチコンディション等により変更になる可能性があるこ 

とをご了承下さい。 

 

◆ ジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイーグルス』 

【開催概要】 

開催日時：2016 年 9月 10 日（土）18時 00分キックオフ 

開催会場：日産スタジアム 

主 催 ：公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

主 管 ：神奈川県ラグビーフットボール協会、横浜市ラグビーフットボール協会 

後 援 ：神奈川県（予定）、横浜市（予定）、横浜アーツフェスティバル実行委員会 

チケット料金： 

券種 
料金税込 

前売 当日 

中央席 \2,500 \3,000 

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 \3,000 － 

※詳しくはジャパンラグビートップリーグ公式ホームページ（http://www.top-

league.jp/）をご確認ください。 

※尚、特別企画として神奈川県内在住または在学の小中高生を無料で招待します。詳

細は以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別企画『神奈川県内在住又は在学の小中高生無料招待』 

・チケット受け取り時間：14時15分～ 

 ・チケット受取場所  ：日産スタジアム東ゲート広場「チケット引換テント」 

 

 

チケット引換テント 

http://www.top-league.jp/
http://www.top-league.jp/


 

◆ イベント①：ピッチ見学ツアー 

ラグビーワールドカップ 2019の決勝戦が行われる、緑鮮やかなピッチサイドを自由に

見学できます。アナタも選手になった気分でピッチへ GO！ 

【開催概要】 

開催時間：14時 45分～15 時 30 分 

参加資格：ジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイーグ 

ルス』の入場券をお持ちの方の中から先着で 200名様を無料でご案内。受 

付で当日の入場券をご提示下さい。 

実施概要：所要時間 約 30分（自由見学） 

     見学場所 日産スタジアムピッチ（芝生の中には入れません。） 

受 付 ：日産スタジアム東ゲート広場 

※ピッチでの飲食はご遠慮下さい。（水のみ持参可能）、お履物は運動靴のみとなりま

す。（スパイク・ハイヒール・革靴等での入場はできません） 

 

◆ イベント②：ALLOVER（オールオーバー）、渡瀬 あつ子によるステージイベント 

横浜音祭り 2016 に出演するアイドルユニット「ALLOVER」と、日本ラグビーの応援ソ

ングである「楕円桜（作詞・作曲：渡瀬あつ子）」の渡瀬 あつ子さんによるステージ

イベントを開催します。「楕円桜」は、2007年のラグビーワールドカップフランス大会

の時に「代表選手が一つになれる曲が欲しい」との日本代表チームからの要望ででき

た曲で、「ラグビーワールドカップ 2019に向けて、みんなでスタジアムで歌って応援

しよう！」という普及活動中です。日産スタジアムに集まったみんなで「楕円桜」を

歌って試合を盛り上げましょう！ 

【開催概要】 

開催時間：16時 30分～（17時 00分終了予定） 

開催場所：日産スタジアム内特設ステージ 

参加資格：ジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイーグ 

ルス』の入場者。     

 

 ALLOVER 渡瀬 あつ子さん 



 

◆ イベント③：元ラグビー日本代表選手、リオデジャネイロオリンピック女子セブンズ

代表選手によるトークショー    

ジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイーグルス』に先

立ち、元日本代表で両チームに所属経験がある廣瀬 俊朗氏（元日本代表キャプテ

ン・元東芝ブレイブルーパス所属）、瓜生 靖治氏（元日本代表・元キヤノンイーグル

ス所属）、リオデジャネイロオリンピック女子セブンズ代表（山口 真理恵選手、鈴木 

彩香選手）によるトークショーを開催します。 

【開催概要】 

開催時間：17時 10分～（17時 40分終了予定） 

開催場所：日産スタジアム内特設ステージ 

参加資格：ジャパンラグビートップリーグ『東芝ブレイブルーパス VSキヤノンイーグ 

ルス』の入場者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

            

 

廣瀬 俊朗さん 瓜生 靖治さん 

山口 真理恵さん 鈴木 彩香さん 



 

■ 日産スタジアムアクセスマップ 

 

＜最寄駅・近隣駅からのアクセス方法・所要時間（徒歩）＞ 

 JR／市営地下鉄 新横浜駅から 約 12～14分 

 JR       小机駅から 約７分 

 

本イベントに関する問い合わせ  

神奈川県ラグビーフットボール協会事務局  

 045-504-7607  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜参考＞ 

 ALLOVERプロフィール 

アキバ文化を調査・発表するために複数のアイドルグループまたはソロ活動しているアイ

ドルから選抜され結成された”オーバーオール” アイドルプロジェクト。 

半年ごとにメンバーの加入＆卒業が行われており、加入時期による Teamα(1期)、Teamβ

(2 期)、Teamγ(3期)、Teamδ(4 期) 、Teamε(5 期)、TeamΖ(6期)の 6 チームで構成さ

れ、2015年 1月には、研修生妹チームの秋葉原研修隊 ALLOVERnx（オールオーバーﾈｸｽﾄ）

が発足、育成スタイルに厚みを増す展開に今後も期待されている。 

現在、秋葉原にある TwinBoxAKIHABARAの毎週木曜日と第 3日曜日の定期公演と、Twin 

BoｘGARAGEの第 1第 3第 5火曜日の nx 研修公演を軸としたライブ活動を中心に、様々な

媒体でアキバ文化を紹介をしたり、アキバ文化に関わるイベントなどに出演している。 

昨今では、各地域(目黒区全体、自由が丘、東京有楽町、北茨城市、千葉県、三重県、志摩

市、台湾など)やイベント・商品などの PRを限定課外調査と題しての活動、ご当地キャラ

クターのテーマソングを唄うなどでコラボも行っている。 

2014年 2月 26日発売の 5th シングル『桜 BaByラブ/はじまりの鐘が鳴る』は、激戦週の

中でオリコンウィークリーチャート 9位(デイリー最高位 2位)を獲得。 

そして 2014 年 9月 17 日発売の 6th シングル「友情エクスプレス」は、こちらも激戦週の

中、オリコンウィークリー10 位を獲得、2015 年 5月 6 日には、7thシングル「超えてけエ

ブリシング」を発売し、5/5 付オリコンデイリー初登場 1位、5/18付オリコンウィークリ

ーチャート第 4 位と言うこれまでの最高位を獲得した。 

 渡瀬 あつ子さんプロフィール 

シンガーソングライター/福島県南相馬市出身 

5 歳よりピアノを始め、武蔵野音楽大学に入学。在学中より、バンドを始め、ボーカルを

担当。大学卒業後ボイストレーニングを開始し、ライブ活動をしながら、作詞、作曲をす

るようになる。 

2003年 RenoSuperAuditionLiveで、優秀賞受賞。その後、インターネット TV、FM 西東

京、レインボウタウン FM等に出演し静岡茶主催のイベント等多数出演する。 

2004年 限定発売マキシシングル「バード」を発売。2005年２月 25日正規版として、

axiss music よりマキシシングル「ひだまり」を発売。2005年７月～2006年６月 FM K-

city 『和田琢磨の Time to Party!!』でレギュラーコーナーを持つ。 

2008年 ラグビー日本代表ヘッドコーチ、ジョン・カーワン推薦曲ラグビー応援ソング 

「楕円桜」を発売。花園ラグビー場等、多数のラグビー場でオープニングやハーフタイ

ム、またラグビーイベント等で歌う。 

2011年 3月 11日 東日本大震災により故郷が被災し故郷に向けての音楽活動を開始す

る。 2015年 田中史朗選手をリードボーカルとし、山口良治氏や他現役選手など多くのラ

グビーファミリーが出演する楕円桜映像を製作し、現在 YouTube より配信中。 



 

 廣瀬 俊朗さんプロフィール 

1981年 10月 17 日、大阪府生まれ。5歳の時にラグビーを始め、北野高校を経て慶應義塾

大学に進学。 

1999年度 U19日本代表、高校日本代表に選出される。 

2004年、東芝入社・2 年目からレギュラーとして活躍。2007年主将就任（07-11年度）。 

2008年-2009年、2009 年-2010年シーズンではトップリーグプレーオフ優勝を果たす。 

2009年のプレーオフは MVPも獲得。 

2007年日本代表入り。2012 年にはキャプテンとして再び選出される。 

2015年ラグビーW杯では、日本代表史上初の同一大会 3 勝に貢献。 

通算キャップ 28.ポジションは SO、WTB。 

 瓜生 靖治さんプロフィール 

1980年 1月 7日、福岡県生まれ。 

1998年度 U19日本代表として小倉高校在学中にウェールズ遠征を経験。 

その後、慶應義塾大学を経てサントリーサンゴリアスに入団。 

2006年、神戸製鋼コベルコスティーラーズに移籍。2008 年リコーブラックラムズ、その

後 2009年、キヤノンイーグルスに移籍。 

2011年-2012年シーズン限りで引退、スカウトに就任。 

通算キャップは 2、ポジションは WTB。 

 山口 真理恵さんプロフィール 

1989年 10月 22 日生、神奈川県横浜市出身 

小学校時代にタグラグビーに出会い、ラグビーの楽しさにのめり込みほぼ毎日タグラグビ

ーをやって過ごす。 

中学生になりラグビーの試合に出るようになった。中学２年生の時にユース強化選手に選

ばれる。高校２年生で日本代表に選ばれ数々の国際大会を経験する。 

現在は、Rugirl-7（ラガールセブン）に所属し、競技に専念している（プロ）。 

リオデジャネイロオリンピック女子セブンズ代表に選ばれ、トライを決めるなどの活躍を

した。 

 鈴木 彩香さんプロフィール 

1989年９月 30日生、神奈川県横浜市出身 

小学校時代にタグラグビーに出会い、翌年より YC＆AC で本格的に取り組む。中学校では

陸上部に所属しつつラグビーを続けるが、後に進学することになる関東学院大学の OB に

よるシニアチーム「釜利谷クラブ」に移籍。 

高校では陸上競技で全国大会に出場するなど活躍。一度はラグビーから遠ざかった。 

しかし、７人制 U－23 日本代表のセレクションに選ばれて合格し、2007年の香港セブンズ

に出場。関東学院大学に進学後、アジアラグビー大会に出場する 15人制日本代表に選出

される。また、７人制代表にも選ばれる。2009年より７人制代表に定着。2010年、７人



 

制日本代表の主将に就任。リオデジャネイロオリンピック女子センブンズ代表に選ばれ、

世界と渡りあった。 

 

 

 

 


