
2018ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ日程
1stステージ

月  日 曜 日 キックオフ 場  所（　　）内略称

9月8日 土 近鉄ライナーズ マツダブルーズーマーズ 14:00 三重：三重交通G　スポーツの森　鈴鹿（鈴鹿） 有料

9月8日 土 中国電力レッドレグリオンズ 九州電力キューデンヴォルテクス 16:00 広島：ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ場（コカ･BJIラグ） 無料

三菱重工相模原ダイナボアーズ 釜石シーウェイブスRFC 12:30 有料

栗田工業ウォーターガッシュ NTTドコモレッドハリケーンズ 15:00 有料

釜石シーウェイブスRFC マツダブルーズーマーズ 14:00 秋田：あきぎんスタジアム（あきスタ/Ａ-スタ） 有料

NTTドコモレッドハリケーンズ 三菱重工相模原ダイナボアーズ 17:00 大阪：キンチョウスタジアム（金鳥スタ） 有料

中国電力レッドレグリオンズ 栗田工業ウォーターガッシュ 12:30 有料

九州電力キューデンヴォルテクス 近鉄ライナーズ 15:00 有料

三菱重工相模原ダイナボアーズ 中国電力レッドレグリオンズ 13:00 神奈川：三菱重工相模原グランド（三菱相模原Ｇ） 無料

近鉄ライナーズ 栗田工業ウォーターガッシュ 13:00 滋賀：布引グリーンスタジアム（布引グリーン） 無料

マツダブルーズーマーズ NTTドコモレッドハリケーンズ 13:00 山口：俵山スパスタジアム（俵山スパスタ） 有料

九州電力キューデンヴォルテクス 釜石シーウェイブスRFC 12:00 福岡：九州電力香椎競技場（九電香椎競） 無料

マツダブルーズーマーズ 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13:00 広島：中国電力坂グランド　（中国電力Ｇ） 無料

九州電力キューデンヴォルテクス 栗田工業ウォーターガッシュ 12:00 福岡：九州電力香椎競技場（九電香椎競） 無料

10月7日 日 釜石シーウェイブスRFC NTTドコモレッドハリケーンズ 14:00 岩手：釜石鵜住居復興スタジアム（＊仮称）（釜石・鵜住居） 有料

10月7日 日 近鉄ライナーズ 中国電力レッドレグリオンズ 13:00 大阪：万博記念競技場（万博） 有料

NTTドコモレッドハリケーンズ 九州電力キューデンヴォルテクス 11:30 大阪：万博記念競技場（万博） 有料

中国電力レッドレグリオンズ 釜石シーウェイブスRFC 11:30 広島：コカ・コーラ ボトラーズジャパン広島スタジアム（コカBJIスタ） 有料

三菱重工相模原ダイナボアーズ 近鉄ライナーズ 14:00 東京：秩父宮ラグビー場（秩父宮） 有料

栗田工業ウォーターガッシュ マツダブルーズーマーズ 13:00 東京：栗田工業昭島グランド　（昭島・栗田G） 無料

10月26日 金 栗田工業ウォーターガッシュ 三菱重工相模原ダイナボアーズ 19:15 東京：秩父宮ラグビー場（秩父宮） 有料

釜石シーウェイブスRFC 近鉄ライナーズ 14:00 岩手：いわぎんスタジアム（いわスタ） 有料

マツダブルーズーマーズ 九州電力キューデンヴォルテクス 14:00 広島：ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ場（コカ･BJIラグ） 無料

10月28日 日 NTTドコモレッドハリケーンズ 中国電力レッドレグリオンズ 14:00 大阪：ドコモ大阪南港グランド（ドコモ南港G） 無料

11月3日 土 三菱重工相模原ダイナボアーズ 九州電力キューデンヴォルテクス 13:15 福島：いわきグリーンフィールド（いわきグ） 有料

釜石シーウェイブスRFC 栗田工業ウォーターガッシュ 14:00 岩手：釜石鵜住居復興スタジアム（＊仮称）（釜石・鵜住居） 有料

近鉄ライナーズ NTTドコモレッドハリケーンズ 14:00 大阪：東大阪市花園ラグビー場　（花園） 有料

マツダブルーズーマーズ 中国電力レッドレグリオンズ 13:00 広島：ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ場（コカ･BJIラグ） 有料

2ndステージ Ａグループ

1st ｽﾃｰｼﾞ ２位 １st ｽﾃｰｼﾞ ３位 11:30

1st ｽﾃｰｼﾞ １位 １st ｽﾃｰｼﾞ ４位 14:00

1st ｽﾃｰｼﾞ ２位 １st ｽﾃｰｼﾞ ４位 11:30

1st ｽﾃｰｼﾞ １位 １st ｽﾃｰｼﾞ ３位 14:00

1st ｽﾃｰｼﾞ ３位 １st ｽﾃｰｼﾞ ４位 11:30

1st ｽﾃｰｼﾞ １位 １st ｽﾃｰｼﾞ ２位 14:00

2ndステージ Ｂグループ

1st ｽﾃｰｼﾞ ６位 １st ｽﾃｰｼﾞ ７位 11:30

1st ｽﾃｰｼﾞ ５位 １st ｽﾃｰｼﾞ ８位 14:00

1st ｽﾃｰｼﾞ ６位 １st ｽﾃｰｼ ﾞ８位 11:30

1st ｽﾃｰｼﾞ ５位 １st ｽﾃｰｼﾞ ７位 14:00

1st ｽﾃｰｼﾞ ７位 １st ｽﾃｰｼﾞ ８位 13:00

1st ｽﾃｰｼﾞ ５位 １st ｽﾃｰｼﾞ ６位 15:00

東京：駒沢オリンピック公園陸上競技場（駒沢） 有料

無料

11月18日 日 京都：宝ヶ池公園運動施設球技場（宝ヶ池） 有料

12月2日 日 栃木：足利総合運動公園陸上競技場（足利陸上）

12月9日 日 大阪：キンチョウスタジアム（金鳥スタ） 有料

対 戦 カ ー ド

福岡：ミクニワールドスタジアム（ミクスタ）

9月9日 日 東京：秩父宮ラグビー場（秩父宮）

9月16日 日

12月8日 土 広島：ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ場（コカ･BJIラグ） 有料

第１節

第２節

第３節

第１節

第２節

第３節

11月25日 日 長崎：長崎市総合運動公園　かきどまり陸上競技場（かきどまり） 有料

12月1日 土

11月4日 日

10月27日 土

9月29日 土

10月20日 土

10月21日 日

10月6日 土


