
2014 年関東大学春季大会・ラグビーフェスティバル等 チケット情報

○第 15 回東日本大学セブンズ大会   於 秩父宮ラグビー場

平成 26 年 4 月 13 日(日) 8:50～

全席自由 2000 円、 学生券 1000 円   ※中学生以下無料

Ｐコード：５９７－６０１   Ｌコード：３７２９７         ＊3 月 22 日よりチケットぴあ、ローソン、イープラスで販売

○オール早慶明三大学ラグビー ～東日本大震災復興支援チャリティーマッチ～  於;秩父宮ラグビー場

平成 2６年 4 月 20 日(日) 13:30～ 各 40 分総当たり

第 1 試合 13:30  全慶應義塾大―全明治大

第 2 試合  14:25  全早稲田大―全慶應義塾大

第 3 試合  15:20  全明治大―全早稲田大

全席自由 1500 円、 学生券 500 円    ※中学生以下無料

Ｐコード：５９７－６０１   Ｌコード：３７２９８         ＊3 月 22 日よりチケットぴあ、ローソン、イープラスで販売

○第 22 回埼玉ラグビーフェスティバル   於 熊谷ラグビー場

平成 26 年 5 月 4 日(日)

12:00K.O. 早稲田大学 B－大東文化大学 B 

14:00K.O. 早稲田大学 A―大東文化大学 A

中央席 1000 円(800 円)、 高校生 500 円(400 円)  ※（ ）内は前売り金額

Ｐコード：５９７－６０３   Ｌコード：３３４１７

＊熊谷市役所にて販売中。4 月 19 日よりチケットぴあ、ローソンで販売

○第 36 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 26 年 5 月 18 日(日)

11:00K.O. クリーンファイターズ―セコム

13:00K.O. 帝京大学―筑波大学

メインスタンド 2000 円(1700 円)、バックスタンド 1300円(1000 円)、バックスタンド中高生 500 円(300 円)

※（ ）内は前売り金額

Ｐコード：５９７－６４０   Ｌコード：３５２４６             ＊4 月 12 日よりチケットぴあ、ローソンで販売

                                          

○第 49 回ＩＢＣ杯ラグビー招待試合    於 盛岡南公園球技場

平成 26 年 5 月 11 日（日）

11:20K.O. 青森北高校―岩手県高校選抜

13:05K.O. 明治大学―釜石シーウェイブス

中央席 2000 円(1800 円)、自由席 1500 円(1300 円)、高校生自由席 800 円(500 円)、

中学生以下は自由席無料     ※（ ）内は前売り金額

Ｐコード：５９７－６０５   Ｌコード：２６９０８           

＊4 月 12 日よりチケットぴあ、ローソンで販売



○Change and Challenge「優しさにトライ」    於 ニッパツ三ツ沢球技場

(第 3 回関東大学春季大会）      

平成 26 年 5月 10 日(土) 13:00 青山学院大学―法政大学  (Ｌコード：３５２３９)

5 月 11 日(日) 14:00 帝京大学―流通経済大学 (Ｌコード：３５２４１)

6 月 21 日(土) 14:00 東海大学―筑波大学  (Ｌコード：３５２４２)

6 月 22 日(日) 14:00 帝京大学―早稲田大学 (Ｌコード：３５２４５)

全席自由 1000 円  高校以下無料

Ｐコード：５９７－６１０ (全日共通)                     ＊4 月 12 日よりチケットぴあ、ローソンで販売

○石川県ラグビーカーニバル  於 石川県・西武緑地公園陸上競技場

平成 26 年 6 月 15 日(日)

9:10～ 県内スクール・ジュニア交歓会

10:10～ 不惑シニア交歓会 金惑クラブー富山選抜クラブ

11:00～ 女子 7 人制交歓会 石見智翠館高校―名古屋レディース

13:00～ 早稲田大学―慶應義塾大学

メインスタンド  ・一般 2500 円(2000 円)  ・小中高校生 1000 円

バックスタンド  ・一般 2000 円(1500 円)  ※小中高校生は無料  ※( )内は前売り金額

                       ＊3 月 8 日より CN プレイガイドで販売

○北海道協会招待試合    於 月寒ラグビー場

平成 26 年 6 月 22 日(日)

10:00 タグラグビー、ミニジュニアラグビー、女子セブンス、高校ラグビー等

13:00 慶應義塾大学―明治大学

メインスタンド 2000 円、バックスタンド 1500 円 小学生以下無料

サイドスタンド 1000 円、サイドスタンド高校生 500 円  中学生以下無料

Ｐコード：５９７－６０４   Ｌコード：１８６２１             ＊3 月 28 日よりチケットぴあ、ローソンで販売



＜チケットの取扱い＞

■協会指定プレイガイド

・チケットビューロー  有楽町(交通会館１Ｆ)  ＴＥＬ ０３－３２１１－５５５５

・ちけっとぽーと  横浜東口地下街 ポルタ内  ＴＥＬ ０４５－４５３－２８７１

・カンタベリーショップ青山店  外苑前ラグビー場側  ＴＥＬ ０３－５４１１－５００５

■チケットぴあ ※ご購入の際にはＰコードは必要です。

【お店で購入】 ・チケットぴあ直営店 (10:00～20:00 但し店舗により若干異なります)

         ・セブンイレブン (24 時間受付/発売初日は午前 10:00 より受付)

・サークルＫ・サンクス (7:00～23:30 /発売初日は午前 10:00 より受付)

【電話予約】 全国共通 (音声認識及びＰコード予約) ０５７０－０２－９９９９

※24 時間受付 / 毎週火・水 2:30～5:30 はメンテナンスのため受付不可

【インターネット】 チケットぴあ/Rugby (24 時間受付/発売初日は午前 10 時より受付) http://pia.jp/rugby

■ローソンチケット ※ご購入の際にはＬコードが必要です。

【Ｌコード予約】  音声自動応答予約 / 24 時間受付・発売初日は午前 10 時より受付 ０５７０－０８４－００３

【インターネット】  要会員登録・無料) 試合日の 4 日前まで  http://l-tike.com

【お店で購入】  ローソン店頭販売 24 時間受付 / 発売初日は午前 10 時より受付

■e+ (イープラス)

【インターネット】 要会員登録・無料

【お店で購入】  ファミリーマート 店頭販売 24 時間受付 / 発売初日は午前 10 時より受付

■ＣＮプレイガイド (受付は 6:00～25:00)

【電話予約】 ０５７０－０８－９９９９ (10:00～18:00)

【インターネット】 http://www.cnplayguide.com

上記予約後、セブンイレブン、ファミリーマートで引き取り可能

http://pia.jp/rugby
http://l
http://www.cnplayguide.com

