
2018年関東大学・ラグビーフェスティバル等 チケット情報 

 

○第 19 回東日本大学セブンズラグビーフットボール大会   於 秩父宮ラグビー場 

平成 30年 4 月 15 日(日) 

09:00 K.O. 第 1 試合 

16:29 K.O. CHAMPIONSHIP 決勝 

一般席 2,000円、 学生 1,000 円  ※前売り・当日とも同額。中学生以下無料 

ペア券 3,500 円 ※前売りのみ 

Ｐコード：597-601   Ｌコード：32881       ＊3 月 17 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

○北海道協会招待試合    於 札幌ドーム 

平成 30年 4 月 30 日(月祝)  

前座試合 タグラグビー、ミニ・ジュニアラグビー 

13:00 K.O. 明治大学 vs 帝京大学（関東大学春季大会） 

入場料無料 

 

○ニュージーランド学生代表来日試合  於 秩父宮ラグビー場 

平成 30年 5 月 6日(日) 

11:30 K.O. 東海大学 vs 明治大学 (関東大学春季大会) 

14:00 K.O. ニュージーランド学生代表 vs 関東学生代表 

一般席 2,500円(2,300 円)、 学生 800 円(500 円)   ※（ ）内は前売り金額。中学生以下は無料   

Ｐコード：597－601   Ｌコード：32912          ＊3 月 17 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

○「復興支援に感謝 ワールドカップキャンプ招致 頑張る石巻」大会 

宮城県協会招待試合  於 石巻市総合運動公園フットボール場 

平成 30年 5 月 20 日(日) 

11:00 K.O. 女子セブンズ 

13:00 K.O. 慶應義塾大学 vs 明治大学 （関東大学春季大会） 

メインスタンド席 2,500円(2,000 円) 

バックスタンド席 2,000円(1,500 円) 

芝生席 1,300円(1,000 円) ※高校生以下は無料  

※（ ）内は前売り金額。  

Ｐコード：597-687   Ｌコード：21963         ＊3 月 17 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

○第 40 回ＵＴＹ招待ラグビー  於 山梨中銀スタジアム(小瀬スポーツ公園陸上競技場) 

平成 30年 5 月 27 日(日) 

11:00K.O. 山梨県高校選抜 vs 國學院大學久我山高校 

13:00K.O. 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 

メインスタンド 2,000 円(1,700 円)、バックスタンド 1,500 円(1,200 円)   ※（ ）内は前売り金額 

※高校生以下、バックスタンド無料招待 

Ｐコード：597-640   Ｌコード：32939        ＊3 月 17 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 



2018年関東大学・ラグビーフェスティバル等 チケット情報② 

 

○第 53 回 IBC 杯ラグビー招待試合  於 いわぎんスタジアム 

平成 30年 5 月 13 日(日) 

10:00 K.O. 秋田県中学校選抜 vs 岩手県中学校選抜 

11:20 K.O. 青森県高校選抜 vs 岩手県高校選抜 

13:05 K.O. 東海大学 vs 釜石シーウェイブス 

プレミアムチケット 5,000円【釜石 SW ジャージ付き中央席】、中央席 2,000 円（1,800 円）、 

一般席 1,500円（1,300 円）、高校生 800 円（500 円） ※中学生以下無料 

※（ ）内は前売り金額。 

P コード： 597-605     Ｌコード： 22558        ＊4 月 7 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

 

○国際親善試合   於 長野 U スタジアム 

平成 30年 6 月 2日(土) 

14:00 K.O. イタリア選抜 vs ヤマハ発動機ジュビロ 

メイン中央席 4,000円（3,000 円）、 バックスタンド中央席 2,500 円(2,000 円)  

※メイン中央席、バックスタンド中央席への小中学生入場は、同じ料金がかかります 

一般席 1,800 円(1,500 円)、高校生席 800 円(500 円) ※一般席中学生以下無料  

※（ ）内は前売り金額。 

P コード： 838-931     Ｌコード： 33631        ＊4 月 7 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

 

○北島忠治メモリアル 上越市大学ラグビー招待試合    於 高田公園陸上競技場 

平成 30年 6 月 10 日(日)  

13:00 K.O. 明治大学 vs 同志社大学 

バックトラック席 2,400 円、 一般席 1,200円、 小・中・高 500 円   

※前売りのみ、4 月 9 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

P コード： 838-525     Ｌコード： 36223         

※当日は会場のみで、以下の金額で発売。 

バックトラック席 3,000 円、 一般席 1,500円、 小・中・高 700 円   

 

 

○第 20 回北上市ラグビーフェスティバル  於 北上総合運動公園陸上競技場 

平成 30年 6 月 23 日(土) 

14:00 K.O. クボタスピアーズ vs 釜石シーウェイブス 

大人1,500円（1,000円） ※高校生以下無料   

※当日売りにおいても、大人が高校生以下の子供同伴の場合は1,000円とする。 

※（ ）内は前売り金額。 

P コード： 597-620     Ｌコード： 22559        ＊4 月 7 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

 



○第 6 回関東大学オールスターゲーム  於 秩父宮ラグビー場 

平成 30年 6 月 24 日(日) 

12:00 K.O. リーグ戦 5 部 vs リーグ戦 6 部 

12:20 K.O. リーグ戦 3 部 vs リーグ戦 4 部 

12:40 K.O. リーグ戦 2 部 vs 対抗戦 B 

13:00 K.O. 女子セブンズ 

14:00 K.O. リーグ戦選抜 vs 対抗戦選抜 

一般席 2,000円、 学生 800 円  ※前売り・当日とも同額。中学生以下無料 

P コード： 597-601     Ｌコード： 33654        ＊4 月 7 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売 

 

 



春季大会

表記名 競技場名 所在地

北海道・札幌ドーム 札幌ドーム 札幌市豊平区羊ケ丘1番地

地下鉄東豊線「福住」駅下車後 徒歩約10分

他

宮城・石巻 石巻市総合運動公園フットボール場 石巻市南境字新小堤18

JR石巻線・仙石線「石巻」駅下車　ミヤコーバス〈石巻専修大学行〉「総合運動公園」下車 すぐ

三陸自動車道「石巻河南IC」より車で15分

茨城・たつのこF 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 龍ケ崎市中里3丁目2番地1

埼玉・三郷 三郷市陸上競技場 三郷市泉3丁目4番地

JR武蔵野線「三郷」駅下車 南口よりマイスカイ交通バスで<ピアラシティ三郷方面行>「ピアラシティ南入口」下車 徒歩3分

つくばエキスプレス「三郷中央」駅下車 メートー観光バスで<吉川駅南口方面行>「彦倉二丁目」下車 徒歩5分

千葉・印西市松山下公園 印西市松山下公園陸上競技場 印西市浦部275

北総線「千葉ニュータウン中央」駅下車　北口から印西市ふれあいバスで「松山下公園」下車

成田線「木下」駅下車　北口から印西市ふれあいバスで「松山下公園」下車

秩父宮 秩父宮ラグビー場 東京都港区北青山2-8-35

東京メトロ銀座線「外苑前」駅下車 徒歩5分

東京メトロ銀座線/都営大江戸線「青山一丁目」駅下車 徒歩10分

神奈川・保土ケ谷 神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場 横浜市保土ケ谷区花見台4-2

JR横須賀線「保土ケ谷」駅下車 西口よりバスで〈横浜駅西口行〉/〈保土ケ谷駅行き循環(25系統)〉「保土ケ谷野球場前」下車

相鉄線「星川」駅/和田町駅 下車 徒歩15分

神奈川・ニッパ球 ニッパツ三ツ沢球技場 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1

JR各線/東横線/みなとみらい線/相鉄線「横浜」駅下車 西口より市営バス/相鉄バスで「三ツ沢総合グランド入り口」下車 徒歩5分

横浜市営地下鉄「三ツ沢上町」下車 1番出口より徒歩15分

静岡・草薙 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 静岡市駿河区栗原19-1

JR東海道本線「草薙」駅下車 タクシーで5分

静岡鉄道「県総合運動場」駅下車 徒歩3分

富山・県総合陸上 富山県総合運動公園陸上競技場 富山市南中田368番地

車で北陸自動車道「富山I.C.」より10分(駐車場1200台分完備)

JR北陸本線「富山」駅下車 南口(6番乗り場)より富山地方鉄道バスで<総合運動公園行>終点下車）

JR常磐線「佐貫」駅下車 東口より関東鉄道バス(のりば4)〈総合運動公園行〉「総合運動公園」下車/(のりば3)〈ニュータウン龍ケ岡(白羽1丁目)行〉「さんさん館」下車



招待試合(上記以外)

表記名 競技場名 所在地

いわぎんスタジアム いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技場） 盛岡市永井8-65

JR東北本線「岩手飯岡」駅下車 徒歩15分

北上総合運動公園陸上競技場 北上総合運動公園陸上競技場 北上市相去町高前檀27-36

JR東北本線/北上線/東北新幹線/東北・北海道新幹線/秋田新幹線「北上」駅下車 西口よりバスで約20分/タクシーで10分

車で東北自動車道「北上金ケ崎I.C.」より約5分

弘進ゴムアスリートパーク 弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場) 仙台市宮城野区宮城野2-11-6

JR仙石線「宮城野原」駅下車 徒歩5分

他

高田公園陸上競技場 高田公園陸上競技場 上越市本城町46-1

えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン「高田」駅下車 徒歩23分

えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン「高田」駅下車 くびきのバス宮口線で「高田公園入口」下車 徒歩3分

長野Uスタジアム 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) 長野市篠ノ井東福寺320

信越本線/篠ノ井線/しなの鉄道線「篠ノ井」駅下車 タクシーで10分

車で上信越道「長野I.C.」より約5分/長野道「更埴I.C.」より約10分(駐車場800台分完備)


