
開催の可否 開催日 ﾘｰｸﾞ ｷｯｸｵﾌ 場所

開催 九州電力キューデンヴォルテクス vs 栗田工業ウォーターガッシュ 12:00 九電香椎競

開催 マツダブルーズーマーズ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13:00 維新公園ラグ

開催 中央大学 vs 東海大学 14:00 東海大G

開催 法政大学 vs 拓殖大学 14:30 秋葉台

開催 セコムラガッツ vs 東京ガス 13:00 セコムG

開催 横河武蔵野アトラスターズ vs 清水建設ブルーシャークス 13:00 横河G

開催 対B 武蔵大学 vs 成城大学 14:00   武蔵大朝霞G

開催 社連2部 江戸龍ＷＦ vs 横浜市消防局 14:00 前川製作所守谷

開催 兼松ラグビー部 vs 日本工機白河製造所 11:30 京王平山八王子

開催 京王平山ハイランダーズ vs 三田倶楽部 13:00 京王平山八王子

開催 近鉄ライナーズ vs 中国電力レッドレグリオンズ 13:00 万博

開催 釜石シーウェイブスRFC vs NTTドコモレッドハリケーンズ 14:00   釜石復興

開催 早稲田大学 vs 青山学院大学 11:30 足利陸上

開催 筑波大学 vs 明治大学 14:00 足利陸上

開催 慶應義塾大学 vs 成蹊大学 14:00 慶應義塾大G

開催予定 日本体育大学 vs 帝京大学 15:00 帝京大G

開催 ヤクルトＬＥＶＩＮＳ vs 日本ＩＢＭビッグブルー 13:00 ヤクルトＧ

開催   明治安田生命ホーリーズ vs クリーンファイターズ 13:00 明治安田G

開催 立教大学 vs 東京大学 14:00 立教大G

開催 明治学院大学 vs 学習院大学 14:00 明学ヘボンフィールド

開催 一橋大学 vs 上智大学 14:00 一橋大G

開催 東洋大学 vs 朝鮮大学校 12:00 東洋大Ｇ

開催 国士館大学 vs 國學院大學 12:00 立正大Ｇ

開催 白鷗大学 vs 関東学院大学 14:00   東洋大Ｇ

開催 立正大学 vs 山梨学院大学 14:00 立正大Ｇ

開催 東京工業大学 vs 首都大学東京 12:00 国際武道大G

開催 東京農業大学 vs 神奈川大学 12:00 防衛大Ｇ

開催 国際武道大学 vs 駿河台大学 14:00   国際武道大G

開催 防衛大学校 vs 玉川大学 14:00 防衛大Ｇ

開催 横浜国立大学 vs 東京理科大学 12:00   千葉大Ｇ

開催 駒澤大学 vs 獨協大学 12:00   創価大Ｇ

開催 千葉大学 vs 埼玉工業大学 14:00 千葉大Ｇ

開催 創価大学 vs 城西大学 14:00 創価大Ｇ

開催 神奈川工科大学 vs 千葉工業大学 12:00 文教大Ｇ

開催 文教大学 vs 横浜市立大 14:00 文教大Ｇ

開催 東京経済大学 vs 埼玉大学 14:00   千葉商科大Ｇ

開催 千葉商科大学 vs 桜美林大学 16:00   千葉商科大Ｇ

開催 ライオン vs 大塚刷毛 13:00 ライオンＧ

開催予定 富士ゼロックス vs JAL 15:00 保土ヶ谷運動公園Ｇ

開催 社連1部 警視庁 vs ワセダクラブ 13:00 警視庁東大和

開催 三菱地所 vs 日立ハイパワーズ 15:00 江戸川臨海球技場B

開催 ＪＲＣＲＦＣ vs ＭＳＭ ＳＴＥＥＬＥＲＳ 15:15 三鷹市大沢

開催予定 地区対抗 国際基督教大学 vs （合同B）杏林・電機・農工・社事 13:00 国際基督教大G

開催 調布三鷹オールカマーズ vs 神奈川タマリバクラブ 10:00 三鷹大沢

開催 駒場ＷＭＭ vs タイセイハウジーレッズ 11:45 三鷹大沢

開催 ダンボ vs 南信州クラブ 13:30 三鷹大沢

開催 ＲＫＵ龍ケ崎・ドラゴンズ vs 北海道バーバリアンズ 12:00 流経大Ｇ

開催 桐生ラガーズ vs 北上矢巾ブレイズラガー 12:00 桐生市 さくら遊園

開催 湘南フジ vs ツクバリアンズ 14:00 藤沢市 秋葉台公園

開催 拓殖大学オリバーズ vs くるみクラブ 13:00 拓殖大G

開催 中央大学ブルーウインズ vs 中央大学パトス 14:40 拓殖大G

開催 慶應大獏之會/成蹊大桃太郎 vs 中央大学ICBM 11:30 臨海A

開催 日本大学経済法学部 vs 法政大学FRB 13:00 臨海A

開催 山梨学院大学グリーンイーグルス vs 法政大学工学部 14:30 臨海A

開催 慶應大学B.Y.B vs 早稲田大学こんぷれっくす 11:00 臨海B

開催 早稲田大学GW vs 明治大学MRC 12:40 臨海B

開催予定 専修大学 vs 流通経済大学 11:30   上柚木

開催予定 日本大学 vs 大東文化大学 14:00   上柚木

開催予定 Div.1 秋田ノーザンブレッツ vs 船岡自衛隊ワイルドボアーズ 13:00 あきスタ

・中止試合に関し、再戦日程等は後日発表いたします。

10月6日(土)

台風25号接近に伴う試合開催可否について

対戦チーム

～2018年10月6日(土)、7日(日)、8日(月)開催の試合～

社連3部

チャ1st

リ1部

Div.1

トップクラブ

学生クラブ

リ1部
10月8日(月)

10月7日(日)

リ4部

リ5部A

Div.2

社連2部

東日本クラブ

チャ1st

対A

Div.1

対B

リ2部

リ3部


