
ジャパンラグビー トップイーストDiv1日程

月  日 曜  日 キックオフ 場 所

9月9日 土 秋田ノーザンブレッツ 清水建設ブルーシャークス 13:00 あきぎんスタ 有料

9月9日 土 明治安田生命ホーリーズ 東京ガス 15:00 明治安田G 無料

9月10日 日 栗田工業ウォーターガッシュ クリーンファイターズ 15:00 栗田G 無料

9月10日 日 セコムラガッツ ヤクルトLEVINS 12:30 秩父宮 有料

9月10日 日 日本IBMビッグブルー 横河武蔵野アトラスターズ 15:00 秩父宮 有料

9月16日 土 清水建設ブルーシャークス 明治安田生命ホーリーズ 12:30 秩父宮 有料

9月16日 土 栗田工業ウォーターガッシュ 日本IBMビッグブルー 17:00 荻野 無料

9月17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

9月17日 日 東京ガス クリーンファイターズ 14:00 東京ガスG 無料

9月17日 日 横河武蔵野アトラスターズ セコムラガッツ 17:00 横河G 無料

9月30日 土 秋田ノーザンブレッツ 明治安田生命ホーリーズ 13:00 あきぎんスタ 有料

9月30日 土 清水建設ブルーシャークス ヤクルトLEVINS 15:00 秋葉台 無料

9月30日 土 セコムラガッツ 栗田工業ウォーターガッシュ 14:00 セコムG 無料

10月1日 日 東京ガス 日本IBMビッグブルー 13:00 東京ガスG 無料

10月1日 日 横河武蔵野アトラスターズ クリーンファイターズ 13:00 横河G 無料

10月7日 土 東京ガス セコムラガッツ 13:00 東京ガスG 無料

10月8日 日 栗田工業ウォーターガッシュ 明治安田生命ホーリーズ 13:00 栗田G 無料

10月8日 日 横河武蔵野アトラスターズ ヤクルトLEVINS 14:00 横河G 無料

10月8日 日 日本IBMビッグブルー 清水建設ブルーシャークス 13:00 IBM G 無料

10月8日 日 秋田ノーザンブレッツ クリーンファイターズ 10:45 あきぎんスタ 有料

10月15日 日 日本IBMビッグブルー 秋田ノーザンブレッツ 11:30 秩父宮 有料

10月15日 日 横河武蔵野アトラスターズ 東京ガス 14:00 秩父宮 有料

10月21日 土 ヤクルトLEVINS クリーンファイターズ 13:00 ヤクルトG 無料

10月22日 日 清水建設ブルーシャークス 栗田工業ウォーターガッシュ 11:30 秩父宮 有料

10月22日 日 明治安田生命ホーリーズ セコムラガッツ 13:00 明治安田G 無料

10月28日 土 秋田ノーザンブレッツ 東京ガス 15:00 あきぎんスタ 有料

10月28日 土 栗田工業ウォーターガッシュ ヤクルトLEVINS 13:00 栗田G 無料

10月28日 土 クリーンファイターズ 清水建設ブルーシャークス 13:00 TOSEN G 無料

10月29日 日 明治安田生命ホーリーズ 横河武蔵野アトラスターズ 13:00 明治安田G 無料

10月29日 日 セコムラガッツ 日本IBMビッグブルー 13:00 セコムG 無料

11月4日 土 秋田ノーザンブレッツ 栗田工業ウォーターガッシュ 13:00 いわきグ 無料

11月4日 土 東京ガス ヤクルトLEVINS 13:00 東京ガスG 無料

11月4日 土 日本IBMビッグブルー 明治安田生命ホーリーズ 13:00 IBM G 無料

11月5日 日 横河武蔵野アトラスターズ 清水建設ブルーシャークス 13:00 横河G 無料

11月5日 日 クリーンファイターズ セコムラガッツ 13:00 TOSEN G 無料

11月18日 土 栗田工業ウォーターガッシュ 東京ガス 13:00 海老名陸 無料

11月18日 土 秋田ノーザンブレッツ 横河武蔵野アトラスターズ 13:00 あきぎんスタ 有料

11月18日 土 セコムラガッツ 清水建設ブルーシャークス 13:00 セコムG 無料

11月18日 土 ヤクルトLEVINS 日本IBMビッグブルー 13:00 ヤクルトG 無料

11月19日 日 クリーンファイターズ 明治安田生命ホーリーズ 13:00 TOSEN G 無料

11月25日 土 東京ガス 清水建設ブルーシャークス 13:00 東京ガスG 無料

11月26日 日 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

11月26日 日 栗田工業ウォーターガッシュ 横河武蔵野アトラスターズ 13:00 栗田G 無料

11月26日 日 日本IBMビッグブルー クリーンファイターズ 13:00 IBM G 無料

11月26日 日 秋田ノーザンブレッツ セコムラガッツ 13:00 あきぎんスタ 有料

対 戦 カ ー ド


