2019 年関東大学・ラグビーフェスティバル等
○第 20 回東日本大学セブンズラグビーフットボール大会

チケット情報①

於 秩父宮ラグビー場

平成 31 年 4 月 14 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：33534

＊3 月 16 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売

○長野放送開局 50 周年記念大学ラグビー招待試合

於 長野 U スタジアム

平成 31 年 5 月 26 日(日)
12:30K.O. 早稲田大学 vs 慶應義塾大学
一般席 2,500 円（2,000 円）
高校生 1,500 円（1,000 円）

※（ ）内は前売り金額

※中学生以下無料
Ｐコード：842-130

Ｌコード：33543

セブンコード：073-226

＊2 月 27 日よりチケットぴあ、ローソンチケット、長野放送チケットセンター（Web のみ）、セブン
チケット、長野県内平安堂（若槻店、東和田店、川中島店、更埴店）で販売
＊シャトルバス運行情報
篠ノ井駅東口 ⇔ 長野 U スタジアム 朝 10：00 より順次運航予定
片道料金：大人（中学生以上）200 円/小学生 100 円
篠ノ井駅：JR 長野駅より、JR しなの鉄道に乗り換え、4 駅（乗車時間 15 分程）

○第 41 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 31 年 5 月 26 日(日)
10:50K.O. クリーンファイターズ山梨 vs 富士ゼロックス
13:00K.O. 帝京大学 vs 東海大学
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：33562

＊3 月 16 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売

2019 年関東大学・ラグビーフェスティバル等
○第 27 回埼玉ラグビーフェスティバル大学招待試合

チケット情報②

於 熊谷スポーツ文化公園ラグビー

場
2019 年 6 月 2 日(日)
13:00K.O. 大東文化大学 vs 早稲田大学
一般席 1,500 円（1,000 円）
高校生

500 円

※（ ）内は前売り金額

Ｐコード： 597-603

※中学生以下無料

Ｌコード： 34672

＊4 月 6 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売

○第 7 回関東大学オールスターゲーム

於 秩父宮ラグビー場

2019 年 6 月 30 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. 医歯薬セブンズ
13:00 K.O. 対抗戦 B vs リーグ戦 2 部
14:00 K.O. 対抗戦選抜 vs リーグ戦選抜
一般席 2,000 円、 学生 800 円
P コード： 597-601

※前売り・当日とも同額。中学生以下無料

Ｌコード： 34698

＊4 月 6 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売

2019 年関東大学・ラグビーフェスティバル等
○第 54 回 IBC 杯ラグビー招待試合

チケット情報③

於 いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技場）

2019 年 5 月 12 日(日)
10：00K.O. 秋田県中学校選抜 vs 岩手県中学校選抜
11：20K.O. 青森県高校選抜 vs 岩手県高校選抜
13：05K.O. 中華台北代表 vs 釜石シーウェイブス RFC
スタンド席 3,000 円（2,500 円）
一般席 2,000 円（1,500 円）
高校生 1,000 円（500 円）

※（ ）内は前売り金額

※中学生以下無料

※一般席、高校生はバックスタンドかサイドスタンドでの観戦
Ｐコード： 597-605

Ｌコード： 35262

＊4 月 27 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

2019 年 6 月 2 日(日)
13:00 K.O. パナソニックワイルドナイツ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ
一般席 1,500 円（1,000 円）
一般席（ビール券付） 1,400 円 ※数量限定、チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケットのみで取扱い
※（ ）内は前売り金額

※高校生以下無料

P コード： 842-893

Ｌコード： 12299

セブンコード：075-749

駐車券 1,000 円 ※事前予約制
P コード： 597-034

Ｌコード： 12298

セブンコード：075-797

＊4 月 25 日よりチケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット、札幌ドーム・総合案内チケット窓口

○第 21 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

2019 年 6 月 8 日(土)
14:00 K.O. 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 釜石シーウェイブス RFC
大人 1,500 円（1,000 円）

※（ ）内は前売り金額

※高校生以下無料

※当日売り、高校生以下の子供同伴の場合、大人 1,000 円
P コード： 597-605

Ｌコード： 31481

＊5 月 11 日よりチケットぴあ、ローソンチケットで販売

＜チケットの取扱い＞
■チケットぴあ
※ご購入の際にはＰコードが必要です。

【店舗】

・チケットぴあ店舗 (店舗により営業時間は異なります)
・セブンイレブン

(24 時間受付/ 発売初日は 10:00 より)

【電話予約】 ０５７０－０２－９９９９
（24 時間受付/Ｐコード予約 発売初日は 10:00 より）
【インターネット】チケットぴあ

http://pia.jp/rugby

（24 時間受付 発売初日は 10:00 より)
■ローソンチケット
※ご購入の際にはＬコードが必要です。

【店舗】

・ローソン

(店頭販売 24 時間受付/発売初日は 10:00 より)

・ミニストップ
【電話予約】

０５７０－000―732（10:00～20:00)

【インターネット】 ローソンチケット https://l-tike.com/sports/rugby/
（要会員登録・無料 24 時間受付 /発売初日は 10:00 より）試合日の 4 日前まで

