
■ ラグビーワールドカップとは
　いよいよ来年、4年に一度ラグビー世界一を決めるラグ

ビーワールドカップがアジアで初めて日本において開催され

ます！ラグビーワールドカップは、1987年の第1回大会以

来、年々規模が拡大し、2015年の第8回イングランド大

会では、総観客数が247万人、テレビ観戦者数は約40

億人にのぼり、海外からは46万人の観客が訪れました。

約6週間で行われるラグビーワールドカップは今や、オリ

ンピック、サッカーワールドカップに次ぐ、世界三大ス

ポーツイベントの一つと言われています。

11月2日 横浜

10月27日 横浜10月26日 横浜

10月19日 大分 10月20日 大分 10月20日 東京10月19日 東京

11月1日 東京

決勝

準決勝1

準々決勝1
プールC1位 プールB1位 プールD1位 プールA1位

プールD2位
VS VS VS VS

プールA2位 プールC2位 プールB2位

準々決勝2 準々決勝3 準々決勝4

3位決定戦 準決勝2

福岡商工会議所では、2015年に福岡でのラグビーワール

ドカップの大成功をめざし、地元経済界、議会、報道機関、

スポーツ団体、行政等がスクラムを組み、「ラグビーワールド

カップ2019™福岡開催推進委員会」（会長＝藤永憲一 福岡

県商工会議所連合会会長）を設立し、県民・市民の機運醸

成など、大会成功に向けた取り組みを推進しています。

開催都市の一つである福岡
県・福岡市の試合会場は、福岡市の東平尾公園博多の森球技場（レ
ベルファイブスタジアム）が選定され、一次リーグの3 試合が組まれて
います。この大会を成功させることは、ラグビー競技の普及はもとよ
り、世界最高レベルのプレーを目の当たりにできることによるスポー
ツ振興や青少年の健全育成、都市の知名度・イメージの向上や国際
交流の推進に大きく貢献するとともに、高い経済効果も期待できるも
のと考えられています。

福岡では３試合!!

大会期間中には大型スクリーンを設置し
てのパブリックビューイングやラグビー体
験コーナーなどを実施するファンゾーンが
設置されます！ 施設内では飲食が可能で
すので、ラグビーを観戦しながら日本と
世界の人々を強い絆で結びましょう！

ラグビーワールドカップ2019™
日本大会

■福岡で試合をする各国代表の紹介

４年に一度じゃないとよ。一生に一度ばい。

日本大会概要
開催期間／2019年9月20日（金）～11月2日（土）
開 幕 戦／2019年9月20日（金）19:45
　　　　　東京スタジアム　日本ⅴロシア
決 勝 戦／2019年11月2日（土）18:00
　　　　　横浜国際総合競技場
参加チーム／20チーム
試合形式／⑴プール戦40試合(5チーム×4プール、プール内総当たり戦)

　　　　　⑵決勝トーナメント8試合(準々決勝／準決勝／3位決定戦／決勝)

試合会場／12会場

■プール組み分け

■決勝トーナメント

（　）内は、2018年11月現在の世界ランキング

福岡で試合をするチーム

プールA

アイルランド(2)

スコットランド(6)

日本(11)

ロシア(19)

サモア(17)

プールB

ニュージーランド(1)

南アフリカ(5)

イタリア(13)

ナミビア(22)

敗者復活予選優勝

プールC

イングランド(4)

フランス(8)

アルゼンチン(9)

アメリカ(15)

トンガ(12)

プールD

オーストラリア(7)

ウェールズ(3)

ジョージア(14)

フィジー(10)

ウルグアイ(18)

福岡をラグビー 一色に染めよう！

提供：福岡市

2015 年イングランド大会のファンゾーン▶

IRELAND
WORLD

 RANKINGS 2
アイルランド

過去最高順位／ベスト8

111 年かかってニュージーランド代
表に勝利した2016 年に続き、今
年 11月にも同国を撃破！世界ラン
キング 2 位の欧州王者はニュー
ジーランド代表の大会 3 連覇を
阻む大本命！ 世界屈指の司令
塔ジョニー・セクストン【10
番】のプレーを見逃すな！！

FRANCE
WORLD

 RANKINGS 8 13
フランス

過去最高順位／準優勝

過去最多「3回」の涙を決勝で飲
んだトリコロールの男たちは悲
願の優勝を狙う。ボールを先頭
に人が連なり次から次に現わ
れてボールは動き続ける。人
が湧き出る様子がシャンパン
の泡のような「シャンパン・ラ
グビー」に酔いしれろ！！

ITALY
WORLD

 RANKINGS

イタリア

代表チームの愛称は「アズー
リ」（青の意味）。第1回大会か
らすべて出場しているが、決
勝トーナメントに進出したこ
とはない。福岡会場での敗
者復活予選優勝チームとの
試合は必勝態勢で挑む。
イタリアサポーターと歓喜
のカンツォーネを歌おう！

白頭鷲のエンブレムを胸に勇
敢に戦う。代表チームの愛称
は「イーグルス」。アメリカン
フットボールが「観るスポー
ツ」ならば、ラグビーは「す
るスポーツ」として人気が
増している。超人ハルクの
ようなパワーラグビーで
フランス代表に挑む！

USA SAMOA
WORLD

 RANKINGS 15
アメリカ

WORLD
 RANKINGS 17
サモア

カナダ、ドイツ、香港、ケニアの4チームの勝者

過去最高順位／ベスト8

サモア代表は「マヌ・サモア」（誇り
高きサモアの勇者）の愛称で知られ
る。ニュージーランド代表のウォー
クライ「ハカ」同様にサモア代表
が試合前に披露する闘いの踊り

「シヴァタウ」は迫力満載！チー
ム平均190㎝、100㎏の強く激
しい勇姿を目撃せよ！！

中期方針
「MICE、観光、　　　

　インバウンド支援」
（交流人口の増加）

大分県
　大分スポーツ公園
　総合競技場

5神奈川県・横浜市
　横浜国際総合競技場

6静岡県
　小笠山総合運動公園
　エコパスタジアム

8大阪府・東大阪市
　東大阪市花園ラグビー場

2岩手県・釜石市
　釜石鵜住居復興
　スタジアム（仮称）

1札幌市
　札幌ドーム

4東京都
　東京スタジアム

3埼玉県・熊谷市
　熊谷ラグビー場

7愛知県・豊田市
　豊田スタジアム

9神戸市
　神戸市御崎公園
　球技場

熊本県・熊本市
　熊本県民総合運動公園
　陸上競技場

■福岡会場試合日程

〈2019年9月26日（木） 16:45〉

V
イタリア 敗者復活予選

優勝チーム

〈2019年10月12日（土） 19:45〉

V
アイルランド サモア

〈2019年10月2日（水） 16:45〉

V
フランス アメリカ

大会期間中はファンゾーンも登場！

福岡県・福岡市
　東平尾公園
　博多の森球技場

海外のサポーターは
試合前・試合中・試合後にも
ビールを大量にあおります!!

街中のいたるところでビールが
飲めるよう  おもてなしの
準備を始めましょー！

アジア・欧州・オセアニアを中心としたインバウンド客のリピーターを増やしましょー！

期間中の九州への
延来場者数

27万人 うち海外から
4万人と想定

※日本政策投資銀行調べ

九州における経済波及効果350億円
※日本政策投資銀行調べ
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本記事全般に関するお問い合わせ／地域振興部　地域振興グループ　TEL 092-441-1118　FAX 092-441-1149

麻生彰久レフリーが語る「ワールドカップの見所」
日本代表選手
独占インタビュー

―― 予選ではアイルランドやスコットランドの強
豪と対戦しますね。
　どちらもエキサイティングなゲームになること
は間違いありません。出場のチャンスをもらえる
だけでも光栄ですが、やるからには勝ちたい。

―― 日本代表の特徴を教えてください。
　フィットネスが高い選手が多いのが特徴。選
手全員のスキルが高いイメージです。またメン
タルも強いので、どの国と対戦しても勝つチャ
ンスはあると思います。

―― ワールドカップへの意気込みを聞かせてくだ
さい。
　自分の強みであるディフェンス面では一貫性
を持って相手にぶつかっていきたい。先発でも
途中出場でも、与えられたミッションをやり切る
だけです。

―― ラグビーを始めたきっかけは？
　ラグビーをしていた父親の影響を受けて、
10歳のころから始めました。若いころから代
表にも呼ばれるなどプロを意識するようにな
り、紳士的なラグビー文化をリスペクトして
いた日本でプレーすることを決めました。

―― ラグビーの見所は？
　プレーのパッションがあり、対戦相
手へのリスペクトがあり、誰がみても
面白いスポーツ。見応えのあるトライ
シーンなど、80分間のバトルをぜひ
一度見てほしい。

―― 最後に福岡の好きなところを
教えてください。
　近くにきれいなビーチがある
ところ。日本の食べ物も大好
きです。

ルールは簡単！ ラグビーはボールを
相手ゴールまで運ぶスポーツ
　ルールが難しいというイメージが先行して
いるラグビーですが、簡単に言えばボールを
相手選手に取られないよう保持し続けて、
敵陣のゴールまで運んでいくスポーツです。
ボールを前に投げてはダメというくらいの感
覚で大丈夫。

見所はボールの争奪にあり！
迫力あるタックルの応酬を見よう
　ラグビーの見所のひとつに、ボールの争
奪があります。1試合のタックル数は両チー
ム合わせて200回ほど。そのせめぎ合いは
もちろん、迫力あるスクラムの押し合い、パ
スワーク、トライシーンを見るだけでもきっ

と楽しめるはずです。

ワールドカップはラグビー入門編
一流だからこそ楽しめる
　ワールドカップで行われる一流のゲーム
はミスが少なく、通常のプロリーグと比べて
もトライまでのプロセスが楽しめる試合にな
ると思います。ラグビーのルールを知らず、
これまで試合を見たことがないという人に
とっては、ラグビー観戦の入門編としてもオ
ススメ。ラグビーワールドカップはオリン
ピックやサッカーワールドカップと並び世界
三大スポーツの祭典と言われています。福
岡でも開催されるこの機会に、スタジアム
に足を運んでみてください。

■ 主な反則
【ノックオン】ボールを前に落とすこと
【スローフォワード】ボールを前にパスすること
【ノットリリース・ザ・ボール】タックルされた
選手がボールを離さないこと

■ ラグビー用語
【トライ（5点）】相手ゴールラインの向こう側
（インゴール）にボールを持ち込み、地面につ
けること

【コンバージョン（2点）】トライ後に行うゴール
キックで、トライ地点からタッチラインに平
行な延長線上の好きな場所からキックし、
ボールがゴールポストの間でクロスバーの上
を越えると得点となる

【ペナルティゴール（3点）】相手の重い反則に
よって与えられるペナルティキックで、反則地
点からキックしボールがゴールポストの間でク
ロスバーの上を越えると得点となる

【タックル】ボールを持った選手を捕まえて倒
すこと

【スクラム】主にノックオンやスローフォワード
などの軽い反則があった時に8人ずつで組み
合って試合を再開する方法

【ラインアウト】ボールがタッチラインの外に
出た時に試合を再開する方法

〈アフターファンクション〉
試合終了後、アフターファンクションとよばれ
る親睦会を開き、両チーム選手・スタッフ・
レフリー・協会関係者が一同に集い、軽食
や飲物を摂りながら交流を深める。

〈シンビン〉
「シンビン」とは『sin』（罪）＋『bin』（置き場）＝
『罪人置き場』という造語です。危険なプレイ
や、重大な反則、スポーツマンシップに反す
る行為をしたときにサッカー同様ラグビーに
も「イエローカード」「レッドカード」が出され
ることがあります。「イエローカード」が出され
た状態をラグビーでは「シンビン」といいま
す。シンビンを受けるとフィールド外で10 分
間、座っていなければなりません。その間、
シンビンを出した側のチームは14人で試合を
しなければなりません。

〈ロッカールーム〉
選手のロッカールームには、おにぎり、バナ
ナ、プロテイン、栄養ゼリー等が用意されて
いて、試合前、ハーフタイム、試合後に自由
に摂取できるようになっています。ロッカー
ルームでは、試合前、ハーフタイムに戦術の
確認をしたり、気持ちを高めたりしています。

〈キャプテンシー〉
ラグビーは選手の自主性を重んじるスポーツ
です。ラグビーはグラウンドでは選手たちが
すべて決断するスポーツで、試合中の主だっ
た指揮はキャプテンが行います。その他のス
ポーツとは違って、監督は観客席から試合を
見ています。監督は試合前やハーフタイムに
アドバイスを送るだけです。これはキャプテ
ンシーを非常に大事にするラグビーというス
ポーツの一つの特徴です。

コカ・コーラレッドスパークス所属。国際
試合のレフリーができる日本協会公認A級
レフリー。2017年にリーグ戦100 試合の
ジャッジを達成。大分県出身。

ラグビー
かんたんガイド

ラグビー豆知識
回 ・ 年

第1回 1987年
第2回 1991年
第3回 1995年
第4回 1999年
第5回 2003年
第6回 2007年
第7回 2011年
第8回 2015年

開催国
ニュージーランド
イングランド
南アフリカ
ウェールズ

オーストラリア
フランス

ニュージーランド
イングランド

優勝国
ニュージーランド
オーストラリア

南アフリカ
オーストラリア
イングランド
南アフリカ

ニュージーランド
ニュージーランド

準優勝国
フランス

イングランド
ニュージーランド

フランス
オーストラリア
イングランド

フランス
オーストラリア

ニックネームは「トゥープス」
身長190cm／体重104kg
ニュージーランド出身
日本代表キャップは3（2018年6月現在）
オーストラリア高校代表選出経験あり

【略歴】2014年 日野自動車レッドドルフィンズに加入、
2016年 コカ・コーラレッドスパークスに加入、2017
年 スーパーラグビーサンウルブズに選出、日本×アイ
ルランド戦にて先発出場で日本代表初キャップ

ポジション：センター（CTB）  ラファエレ ティモシー選手（27）

ベストを尽くし自分の役割を果たしたい

ポジション：センター（CTB）  ウィリアム トゥポウ選手（28）

強みのディフェンスでチームに貢献

―― ワールドカップで対戦したい国はありますか？
　強いチームばかりですが、まずは日本代表
の選手として選ばれるのが先です。代表に
選ばれるだけで光栄ですが、自分が生まれ
たサモアと戦ってみたい。

―― 海外出身で日本代表として戦うこと
に対し、どんな気持ちですか？
　若い時から日本にいるので誇りに
感じます。日本にこれまでの恩返し
をしたいと思います。ベストを尽く
して自分の役割を果たすことに集
中したい。

―― 日本代表のストロングポイン
トを教えてください。
　選手・スタッフともに良い準
備ができています。チームに根
付いたスポーツマンシップも素

晴らしいので、どの国と対戦しても良い試合が
できるはずです。

―― ラグビーを始めたきっかけは？
　家族や友人、みんなが夢中になれるのがラグ
ビー。身体の大小に関わらず誰でも活躍できる
ポジションがあるのが良いところ。6歳から始め
て、いつかプロになりたいと思っていました。

―― ラグビーの見所は？
　ほかのスポーツにはないコンタクト。ワールド
カップではスタジアムの雰囲気もぜひ体験して
ほしい。

―― 最後に福岡の好きなところを教えてください。
　海が近くて故郷に似ているところが好きです。
あと納豆以外の日本食。

ニックネームは「ティム」
身長186cm／体重96kg
ニュージーランド出身（サモア生まれ）
日本代表キャップは11（2018年6月現在）
U18オークランド代表選出経験あり

【略歴】2014 年 山梨学院大学卒業後、コカ・コーラ
レッドスパークスに加入、2016 年 日本×アルゼンチ
ン戦にて途中出場で日本代表初キャップ、スーパーラグ
ビー・サンウルブズのスコッド（強化選手）入り

福岡を拠点にジャパンラグビートップリーグで活躍するコカ・コーラレッド
スパークスから、二選手が日本代表に選出されています。ラグビーワールド
カップを前に、大会への意気込みや見所を聞きました。

5年連続ベストホイッスル賞受賞（最優秀審判員）

日本協会公認
A級レフリー

W杯優勝3回 NZ代表

オールブラックス

〈ワールドカップの歴史〉

ラグビーワールドカップ観戦チケット購入方法

【ラグ村ラグ江】2019年のラグビーワールドカップ開催を知り、
勝手に立ち上がったラグビー素人OL。福岡市HPで漫画連載中。

まずはID登録 ！1
1）公式チケットサイトにログイン！
2）必要項目を入力！
3）届いたメールの「本登録」
　 ボタンをクリック！

続いてチケット申込 ！2
1）公式チケットサイトにログイン！
2）希望チケットを申込み！

チケット代を支払い ！3
1）クレジットカード又はコンビニ　
 　エンスストアで支払い
2）チケットが到着！※1試合につき6枚まで

※同日開催試合は1試合のみ

公式チケット
サイトは

福岡のラグビー情報満載！ ぜひフォローを

ラグビーワールドカップ 検索

ラグ村ラグ江が

語る

1月19日から
先着販売開始！

トライ！ 福岡2019

日本代表の
世界ランキングは

11位です！
（2018年11月時点）

麻生彰久レフリー
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麻生彰久レフリーが語る「ワールドカップの見所」
日本代表選手
独占インタビュー

―― 予選ではアイルランドやスコットランドの強
豪と対戦しますね。
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さい。
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途中出場でも、与えられたミッションをやり切る
だけです。

―― ラグビーを始めたきっかけは？
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10歳のころから始めました。若いころから代
表にも呼ばれるなどプロを意識するようにな
り、紳士的なラグビー文化をリスペクトして
いた日本でプレーすることを決めました。

―― ラグビーの見所は？
　プレーのパッションがあり、対戦相
手へのリスペクトがあり、誰がみても
面白いスポーツ。見応えのあるトライ
シーンなど、80分間のバトルをぜひ
一度見てほしい。

―― 最後に福岡の好きなところを
教えてください。
　近くにきれいなビーチがある
ところ。日本の食べ物も大好
きです。
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もトライまでのプロセスが楽しめる試合にな
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とっては、ラグビー観戦の入門編としてもオ
ススメ。ラグビーワールドカップはオリン
ピックやサッカーワールドカップと並び世界
三大スポーツの祭典と言われています。福
岡でも開催されるこの機会に、スタジアム
に足を運んでみてください。

■ 主な反則
【ノックオン】ボールを前に落とすこと
【スローフォワード】ボールを前にパスすること
【ノットリリース・ザ・ボール】タックルされた
選手がボールを離さないこと

■ ラグビー用語
【トライ（5点）】相手ゴールラインの向こう側
（インゴール）にボールを持ち込み、地面につ
けること

【コンバージョン（2点）】トライ後に行うゴール
キックで、トライ地点からタッチラインに平
行な延長線上の好きな場所からキックし、
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