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１ 大会の概要 

熊谷ラグビー場での試合及びチケット 

日程 プレミアム 
カテゴリー

Ａ 

カテゴリー

Ｂ 

カテゴリーＣ       

      こども  
カテゴリーＤ 

      こども 

9月24日 55,000 10,000 7,000 4,000 2,000 2,019 1,000 

9月29日 60,000 15,000 10,000 6,000 2,000 3,000 1,000 

10月9日 60,000 15,000 10,000 6,000 2,000 3,000 1,000 

販売スケジュール 

１．第二次一般販売（先着） 

    2019.1/19 ～   3/31 

２．第三次一般販売（先着） 

    2019.5月中旬（予定） 

ラグビーワールドカップ2019™ 
日本大会公式チケットサイト 

   ラグビーワールドカップ  検索 

ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会 
 
開催期間 ：2019年9月20日(金)～11月2日(土) 

参加チーム ：20チーム 

試合    ：予選40試合、決勝トーナメント8試合、全48試合 

特徴    ：①アジア初、②ラグビー伝統国以外で初 

試合会場 ：日本全国12会場 

            開幕戦：東京スタジアム（9月20日） 

          決勝戦：横浜国際総合競技場（11月2日） 

大会の概要 

日程 開始時刻 対戦カード 

9月24日（火） 19時15分  ロシア     対 サモア 

9月29日（日） 14時15分 ジョージア   対 ウルグアイ 

10月9日（水） 13時45分 アルゼンチン  対  アメリカ 

熊谷ラグビー場試合日程 

チケット料金 単位：円 

予選プール組み合わせ 

ＰＯＯＬ Ａ ＰＯＯＬ Ｂ ＰＯＯＬ Ｃ ＰＯＯＬ Ｄ 

アイルランド ニュージーランド イングランド オーストラリア 

スコットランド 南アフリカ フランス ウェールズ 

日 本 イタリア アルゼンチン ジョージア 

ロシア ナミビア アメリカ フィジー 

サモア カナダ トンガ ウルグアイ 

※太字は熊谷ラグビー場で行う試合の出場国 

日本代表壮行試合 
 

 

 対戦カード 日本代表 対 南アフリカ代表 

 日時         2019年9月6日（金） 

          ※キックオフ時間未定 

 会場         熊谷ラグビー場  

  ラグビーワールドカップ2019™について① 



 
 

 

３ 輸送交通 

駐車場約5,000台分を確保 

 
 
 
  大会組織委員会で一括採用 

  アジア初開催のラグビーワールドカップをともに創り上げていく 

    ボランティア を育成し、大会本番に備える。  

採用人数 

約1,400人 

○ 埼玉県・熊谷市 ○ 全国12開催都市 

約13,000人 

活動別研修 

オリエンテーション、インターネット研修 2019年2月～ 

     6月 

    6～7月 

  9～10月 

配置決定 

現場研修 

日本代表壮行試合、大会本番 

  8月 

スケジュール 

 前回イングランド大会のボランティア 

２ ボランティア 
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  ラグビーワールドカップ2019™について② 

 熊谷ラグビー場は観客輸送が最大のネック 

  （最初のゲームは平日・ナイター開催） 

 観客の自家用車は全面禁止、駅からのシャトルバス等で対応 

輸送交通体系 



 
 

 

５ ファンゾーン 

概要 

 ラグビーワールドカップの世界観と地元熊谷の魅力を 

 アピールするイベントスペース 

来場者の誰もが楽しめる空間の創出 

  

【開催日（10日間）】 

9/20(金)・9/21(土)・9/22(日)・9/24(火)・9/28(土) 

9/29(日)・10/4 (金)・10/5(土)・10/6(日)・10/9(水) 

※下線ゴシックは熊谷試合開催日 

【入場料】 

コミュニティひろば（熊谷市役所近く） 

【設置場所】 

 無料（チケットの有無にかかわらず入場可） 

【実施内容】 

パブリックビューイング、ステージイベント、ラグビーアクティビティ、 

地元熊谷のグルメや特産品、公式グッズの販売、熊谷市PR など 

ファンゾーン内イメージ図 

 
 

 

４ 公認キャンプ地 

公認チームキャンプ地運営計画の策定 
芝拡張やセキュリティフェンスなど仮設整備 
地域交流事業（歓迎イベント、ラグビー教室等）の調整 

今後の取組 

熊谷市・さいたま市で強豪国が公認キャンプを実施  

地域・住民を巻き込んだおもてなしの実施など 

自治体名 出場チーム名 

埼玉県・熊谷市 ロシア、アルゼンチン、ウルグアイ 

【県内の公認チームキャンプ地】 ※場所、期間は非公表 

自治体名 出場チーム名 

埼玉県・熊谷市 
アメリカ、ジョージア、トンガ、 
サモア 

自治体名 出場チーム名 

さいたま市 ロシア 

◆ 埼玉県・熊谷市Ａ（３チーム） 

◆埼玉県・熊谷市Ｂ（４チーム） 

◆ さいたま市（１チーム） 
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  ラグビーワールドカップ2019™について③ 



資料３   平成31年度 気運醸成イベントについて 
○各種イベントを通じて、大会に向けた気運醸成を図る。 

３ 

 
 

パブリックビューイング 

日本代表戦などの、パブリックビューイングを県内各地で開催（予定) 

○パシフィック・ネーションズカップ2019 

  7月27日(土)  日本ｖフィジー 

  8月 3日(日)  日本ｖトンガ 

 （いずれも会場は未定） 

○日本代表壮行試合 

  9月 6日(金)  日本ｖ南アフリカ 

             （パルコ前ひろば）   

 

    

○ラグビーワールドカップ2019™ 

 10月13日(日)  日本ｖスコットランド(熊谷ラグビー場) 

 11月 2日(土)  決勝戦（熊谷ラグビー場) 

 

   

 
 
 
 
 

 

開催100日前イベント 

  日程 平成31年6月８日（土）  

 会場 大宮駅西口鐘塚公園 

 内容 ラグビー体験コーナー 

      ステージイベント 

      ゆる玉フィフティ～ン参加イベント 

      市町村ＰＲブースの出展 

 

 
 
 
 
 

 

ラグビーフェスティバル 

  日程 平成31年6月２日（日）  

 会場 熊谷ラグビー場 

 内容 招待試合(早大 vs 大東大） 

      ラグビー体験コーナー 

      ゆる玉フィフティ～ン参加イベント 

      市町村ＰＲブースの出展           

４ 

 
 
 
 
 

 

ラグビーワールドカップ大会当日（おもてなしエリア） 

  日程 ①平成31年9月24日（火）16:00～19:00 

      ②平成31年9月29日（日）11:00～17:30  

      ③平成31年10月9日（水）10:00～17:00    

 会場 熊谷ドーム（熊谷スポーツ文化公園内） 

 内容 市町村ＰＲコーナー（伝統文化、観光、特産品など） 

      ステージイベント（和太鼓、木遣など伝統文化を発信） 

      出場国紹介コーナー 

      ラグビー体験コーナー 



平成31年度 気運醸成事業（各種媒体） 

 ○各種媒体での広報  テレビ・ラジオ番組、広報紙、ＳＮＳなど様々な媒体を活用したPRを実施   

 

 
広報媒体 2019年度（予定） 

テレビ テレ玉 
●スポットＣＭ 180本（4月～9月） 

●高校野球県大会中継内ＣＭ など 

ラジオ NACK5 ●スポットＣＭ 200本（4月～9月） 

県広報紙 

(彩の国だより) 

●ラグビー特集（裏表紙 約2/3頁） 

  5月、7月、8月、10月 

●特集号（別冊 4頁）6月、9月    

市町村広報紙 ●各市町村広報紙への掲載を依頼 

映画館CM ●県内10館（4月～9月） 

特設HP 
●熊谷へラグビーを見に行こう！ 

 （日本語版、英語版） 

ＳＮＳ 
●熊谷へラグビーを見に行こう！ 

  ツイッター、フェイスブック、インスタ 

インバウンド向け

冊子 

●「Time Out」  

  県内の観光情報などを掲載した冊子を 

  空港や都内のホテルなどに配架  

ガイドブック 
●日本語版、英語版 

●リーフレット版（携行版）日本語のみ 

広報媒体 2019年度（予定） 

 

電車中吊り 

 (6月、9月) 

 

※主要駅構内への

ポスター掲出 

 (6月～9月) 

 一部4月から 

※大宮駅構内の

大型フラッグ掲出

（6月）など 

●ＪＲ  

  高崎線 

 （湘南新宿ライン・上野東京ライン、  

   宇都宮線含む） 

  京浜東北線、埼京線、 武蔵野線 

●東武鉄道（本線、東上線） 

●西武鉄道（池袋線、新宿線） 

●埼玉高速鉄道 

●埼玉新都市交通 

●秩父鉄道 

●つくばエキスプレス 

ラッピングトレイン ●秩父鉄道のラッピングトレイン運行 

ラッピングバス 
●12台（熊谷⑤、浦和、大宮、所沢  

  川越、草加、川口、越谷） 

壁面広告 ●さいたまスーパーアリーナ 

屋外広告塔 ●主要道路８か所 

 ○ほかにも、学校給食を活用したPRなども実施中   

 

 

５ 


