
赤字：変更箇所

ﾘｰｸﾞ 開催可否 ｷｯｸｵﾌ 場所

イ1 開催 流通経済大学 - 大東文化大学 11:30

イ1 開催 東海大学 - 中央大学 14:00

イDiv1 開催 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

イDiv1 セコムラガッツ - 日本IBMビッグブルー 13:00 セコムG

大Jr. 法政大学 - 筑波大学 13:00 法政大学G

大Jr. 開催 関東学院大学 - 青山学院大学 13:00 関東学院大学G

大Jr. 開催 日本体育大学 - 拓殖大学 12:00 日本体育大学G

対B 一橋大 - 立教大 14:00 一橋大国立G

対B 明治学院大 - 武蔵大 14:00 武蔵大朝霞G

対B 開催 学習院大 - 東京大 14:00 東大駒場G

対B 開催 成城大 - 上智大 14:00 成城伊勢原G

リ２ 開催 立正大学 - 専修大学 12:00 拓殖大学Ｇ

リ２ 開催 朝鮮大学校 - 国士舘大学 12:00 朝鮮大学校Ｇ

リ２ 開催 東洋大学 - 山梨学院大学 14:00 拓殖大学Ｇ

リ２ 開催 國學院大學 - 白鷗大学 14:00 朝鮮大学校Ｇ

リ３ 延期 国際武道大学 - 横浜国立大学 12:00 防衛大学校Ｇ

リ３ 東京農業大学 - 玉川大学 12:00 東京農業大学Ｇ

リ３ 延期 防衛大学校 - 東京工業大学 14:00 防衛大学校Ｇ

リ３ 駿河台大学 - 千葉大学 14:00 東京農業大学Ｇ

リ４ 東京理科大学 - 神奈川大学 12:00 駒沢大学Ｇ

リ４ 埼玉工業大学 - 創価大学 12:00 獨協大学Ｇ

リ４ 駒沢大学 - 首都大学東京 14:00 駒沢大学Ｇ

リ４ 獨協大学 - 城西大学 14:00 獨協大学Ｇ

リ５ 横浜市立大学 - 埼玉大学 11:00 文教大学Ｇ

リ５ 東京経済大学 - 千葉工業大学 12:00 神奈川工科大学Ｇ

リ５ 文教大学 - 順天堂大学 13:00 文教大学Ｇ

リ５ 神奈川工科大学 - 桜美林大学 14:00 神奈川工科大学Ｇ

リ６ 和光大学 - 横浜商科大学 11:00 和光大学Ｇ

リ６ 麻布大学 - 明星大学 12:00 和光大学Ｇ

地区1区１ 東京学芸大 - 東京都市大 15:00 東京学芸大G

地区1区１ 芝浦工業大 - 　北里大 14:00 芝浦工業大G

地区1区１ 東京海洋大 - 東京外国語大 14:00 東京海洋大G

地区1区２ （合同Ａ）電通大・早大理工 - （合同Ｂ）農工大・杏林第・社事大 14:00 東京農工大Ｇ

イDiv2 日立製作所 - ライオン 12:00 日立市折笠スポーツ広場

イDiv2 大塚刷毛 - サントリーフーズ 16:00 帝京大学G

社１ 開催 ＭＵＦＧ　Ｒ.Ｆ.Ｃ - ワセダクラブ TOP RUSHERS 13:00 あいおい二宮G

社２ 開催 東京海上日動火災 - 兼松ラグビー部 12:00 東京海上日動多摩

社２ 三井住友銀行 - MSM STEELERS 16:00 中央大学

社２ 開催 JRCRFC - ADラガークラブ 11:00 あいおい二宮G

社２ 開催 NTT日比谷 - 三菱地所 15:30 三菱養和会

社２ 延期 しおどめR.F.C - 三田倶楽部 10:30 戸田荒川

社３ 延期 京王平山ハイランダーズ - ジャパンクイックサービス 11:30 京王平山G

東トクⅠ 開催 神奈川タマリバクラブ - 北海道バーバリアンズ 11:00 流通経済大学第2G

東トクⅡ 開催 宇都宮白楊ヴォルツ - 北上矢巾ブレイズラガー 13:00 流通経済大学第2G

東トクⅠ 開催 ＲＫＵラグビー龍ヶ崎・ドラゴンズ - 調布三鷹オールカマーズ 15:00 流通経済大学第2G

東トクⅢ 桐生ラガーズ - 湘南プレイボーイズ 13:00 桐生市さくら遊園

東学生ク 延期 早稲田大学ＧＷ - 法政大学工学部 11:00 サンケイ三郷

東学生ク 延期 早稲田大学こんぷれっくす - 中央大学パトス 12:40 サンケイ三郷

東学生ク 延期 慶應大学ＢＹＢ - 山梨学院大学ＧＥ 14:20 サンケイ三郷

台風22号に伴う試合開催可否について

月日 対戦チーム

10月29日 日

秩父宮

https://www.rugby.or.jp/files/document/329-0.pdf

