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チーム概要

主なプロフィール

□創 部 昭和４年（１９２９年）

□愛 称 近鉄ライナーズ（平成７年～）

□過去の戦績 日本選手権６回出場・３回優勝

全国社会人大会５３回出場
（５０回連続・８回優勝）

関西社会人Ａリーグ１７回優勝

□チーム構成 選手 ４９名／スタッフ ２５名（常勤）

□所属リーグ ジャパンラグビートップチャレンジリーグ
（平成３０年～）

□クラブハウス 東大阪市花園ラグビー場内
（大阪府東大阪市松原南１丁目１－１）

平成１５年度 ２００３-２００４ トップリーグ初年度１０位 （参加１２チーム）

平成１６年度 ２００４-２００５ トップリーグ１１位 自動降格

平成１７年度 ２００５-２００６ トップウエストＡリーグ優勝

平成１８年度 ２００６-２００７ トップウエストＡリーグ優勝

平成１９年度 ２００７-２００８ トップウエストＡリーグ優勝 トップリーグへ昇格 第４５回日本選手権出場

平成２０年度 ２００８-２００９ トップリーグ９位 （参加１４チーム 平成１８年度から）

平成２１年度 ２００９-２０１０ トップリーグ１１位

平成２２年度 ２０１０-２０１１ トップリーグ９位

平成２３年度 ２０１１-２０１２ トップリーグ５位 （トップリーグ過去最高順位）

平成２４年度 ２０１２-２０１３ トップリーグ７位

平成２５年度 ２０１３-２０１４ トップリーグ１０位 （参加１６チーム ２ステージ制に変更）

平成２６年度 ２０１４-２０１５ トップリーグ１２位

平成２７年度 ２０１５-２０１６ トップリーグ７位 （２ｎｄステージはトーナメントに変更）

平成２８年度 ２０１６-２０１７ トップリーグ１３位 （全１６チーム総当りに変更）

平成２９年度 ２０１７-２０１８ トップリーグ１６位 自動降格

平成３０年度 ２０１８-２０１９＿＿＿トップチャレンジリーグ３位

最近の戦績（トップリーグ発足以降）
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チーム概要

チーム理念・スローガン

近鉄ライナーズは、スポーツ文化、スポーツ事業発展の担い手として、多くのファンの人達に『感動』を与えたい。
そのことに自覚を持ち責任を果たす『勝つための闘う集団』として、挑戦することを忘れない。

２

【TRUST 信頼】



チーム概要

ホームグラウンド

花園ラグビー場は昭和4年、日本最初のラグビー専用グラウンドとして開場しました。

全国高校ラグビーフットボール大会、ジャパンラグビートップリーグをはじめ数多くの国
際試合など、ラガーマンの檜舞台にふさわしい約2万5千人収容のスタジアムです。

2018年の改修に伴い、大型映像装置や座席、照明設備等も整備され、今年開催される
2019ラグビーワールドカップ日本大会（9/20～11/2）を迎えます。

クラブハウス

チームや選手がミーティングをし
たり、試合レビューや練習後の映
像を見たりする部屋です。

選手が日々ウエイトトレーニング
を行っている部屋です。

最新の治療器具を揃えた、選手の
身体のケアを行う部屋です。

第1グラウンド（メインスタジアム）

３

一志寮

ライナーズ独身選手専用の寮です。食事はチームの管理栄養士が作ったメニューをもとに
提供されています。

選手が着替えなどをする部屋で
す。

ロッカールーム

メインスタジアム大型映像装置 ワールドカップ基準照明設備



【1stジャージ】
長い伝統と歴史があり、エンジと紺をベースにした横縞（段柄）のデザインはチーム創設後に初めて

ジャージを作った時から現在まで変わっておりません。
現在のジャージ（２０１７年度～）には、左胸に２０１４年３月７日にグランドオープンした地上３００ｍ日本

一の超高層ビル「あべのハルカス」、背中上部には近鉄グループカード「KIPS」のロゴマークをそれぞれ入
れています。

【2ndジャージ】
２０１３年春にデビューした、近鉄観光特急「しまかぜ」の車体カラーをイメージしてデザインしています。

チーム概要

公式ジャージ
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チーム体制

山口 知貴
【生年月日】
1994年9月28日
【出身校】
天理大学
天理高校

才田 修二
【生年月日】
1988年8月14日
【出身校】
同志社大学
東福岡高校

豊田 大樹
【生年月日】
1988年11月13日
【出身校】
日本大学
近畿大学附属高校

前田 龍佑
【生年月日】
1989年7月2日
【出身校】
帝京大学
上宮太子高校

浅岡 勇輝
【生年月日】
1992年10月23日
【出身校】
京都産業大学
京都外大西高校

尾池 亨允
【生年月日】
1993年8月18日
【出身校】
関西大学
日向高校

田中 健太
【生年月日】
1994年2月3日
【出身校】
明治大学
大阪桐蔭高校

樫本 敦
【生年月日】
1988年2月19日
【出身校】
摂南大学
大商学園高校

松岡 勇
【生年月日】
1984年5月1日
【出身校】
大阪体育大学
神戸甲北高校

熊崎 伸冶朗
【生年月日】
1993年6月21日
【出身校】
ケルストンボーイズ
高校

ＦＷ（フォワード）

５

高島 卓久馬
【生年月日】
1988年6月24日
【出身校】
日本体育大学
明石清水高校

石井 智亮
【生年月日】
1995年8月23日
【出身校】
成蹊大学
生田高校

中村 彰
【生年月日】
1987年8月25日
【出身校】
関東学院大学
佐賀工業高校

ディーン・
ミュアー
【生年月日】
1989年2月6日
【出身校】
マトリック グリーン
ウッド高校

トンプソン ルーク
【生年月日】
1981年4月16日
【出身校】
リンカーン大学
セントビーズ高校

http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html#pr_l
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html#ho_f
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html#pr_m
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/pr.html#pr_l
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_c
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_c
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_j
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/pr.html#pr_q
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/pr.html#pr_q
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ho.html#ho_j
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ho.html#ho_j
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ho.html#ho_k
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ho.html#ho_k
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_b


チーム体制

寺田 桂太
【生年月日】
1995年2月1日
【出身校】
帝京大学
伏見工業高校

マイケル・
ストーバーク
【生年月日】
1992年3月27日
【出身校】
アングリカン
チャーチグラマー高校

辻 直幸
【生年月日】
1991年1月23日
【出身校】
流通経済大学
流通経済大学付属
柏高校

田淵 慎理
【生年月日】
1992年8月12日
【出身校】
同志社大学
天理高校

堀 大志
【生年月日】
1991年9月3日
【出身校】
法政大学
天理高校

金 哲元
【生年月日】
1984年1月22日
【出身校】
大阪体育大学
朝明高校

ＢＫ（バックス）

萩原 寿哉
【生年月日】
1993年2月9日
【出身校】
立命館大学
明和県央高校

６

山口 浩平
【生年月日】
1990年8月11日
【出身校】
大阪体育大学
東海大学付属
仰星高校

尾上 俊光
【生年月日】
1994年8月6日
【出身校】
明治大学
尾道高校

村下 雅章
【生年月日】
1987年6月23日
【出身校】
関東学院大学
伏見工業高校

イオプアソ・
イオプ
【生年月日】
1991年4月1日
【出身校】
ﾏｳﾝﾄ･ｱﾙﾊﾞｰﾄ･ｸﾞﾗﾏｰ
高校

野中 翔平
【生年月日】
1995年11月17日
【出身校】
同志社大学
東海大学付属仰
星高校

ロロ・
ファカオシレア
【生年月日】
1995年6月10日
【出身校】
セントパトリック大学

住吉 藍好
【生年月日】
1994年12月27日
【出身校】
中央大学
光泉高校

福居 武
【生年月日】
1990年3月29日
【出身校】
大阪体育大学
啓光学園高校

http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_b
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_n
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_o
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_n
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/sh.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/sh.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/sh.html#sh_b
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/fl.html#fl_o
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_j
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_g
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_h
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_t
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_t
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_u
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_u
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_v
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/fl.html#fl_v
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html#so_a
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/sh.html#sh_i
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/sh.html#sh_i


チーム体制

三原 亮太
【生年月日】
1991年5月3日
【出身校】
京都産業大学
常翔啓光学園高校

森田 尚希
【生年月日】
1986年8月5日
【出身校】
同志社大学
啓光学園高校

矢次 啓佑
【生年月日】
1991年8月13日
【出身校】
流通経済大学
萩商工高校

重光 泰昌
【生年月日】
1980年1月6日
【出身校】
龍谷大学
伏見工業高校

井波 健太郎
【生年月日】
1993年1月21日
【出身校】
東海大学
東海大学付属仰星高校

７

野口 大輔
【生年月日】
1993年6月14日
【出身校】
東海大学
東海大学付属仰星高校

アンソニー・ファインガ
【生年月日】
1987年2月2日
【出身校】
セントエドモンズ
カレッジ

吉井 耕平
【生年月日】
1990年4月8日
【出身校】
早稲田大学
御所工業高校

島 直良
【生年月日】
1989年7月29日
【出身校】
近畿大学
天理高校

南藤 辰馬
【生年月日】
1990年7月19日
【出身校】
帝京大学
伏見工業高校

ライアン・
ローレンス
【生年月日】
1991年3月12日
【出身校】
ケンプトンパーク
高校

パトリック・
ステイリン
【生年月日】
1992年12月15日
【出身校】
拓殖大学
ｾﾝﾄ･ﾄｰﾏｽ･ｵﾌﾞ･ｶﾝﾀﾍﾞ
ﾘｰ･ｶﾚｯｼﾞ

タウモエピアウ
シリベヌシィ
【生年月日】
1985年7月31日
【出身校】
大阪産業大学
トンガカレッジ

トゥキリ ロテ
【生年月日】
1987年11月12日
【出身校】
白鷗大学
マリストブラザーズ高校

セミシ・マシレワ
【生年月日】
1992年6月9日
【出身校】
フィールディング高校

http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html#ctb_d
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html#ctb_i
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html#ctb_f
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html#so_a
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/ctb.html#ctb_i
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html#so_a
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html#wtb_n
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html#wtb_p
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/sh.html#sh_j
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/sh.html#sh_j
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/so.html#so_g
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/so.html#so_g
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ctb.html#ctb_n
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ctb.html#ctb_n
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ctb.html#ctb_o
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/ctb.html#ctb_o
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html#wtb_p


チーム体制

ポジション解説

８

ルアン・コンブリンク
【生年月日】
1990年5月10日
【出身校】
ステレンボッシュ大学

宮田 一馬
【生年月日】
1990年7月25日
【出身校】
東海大学
東海大学付属仰
星高校

オリビエ・パトリス
【生年月日】
1990年1月7日
【出身校】
エクトールギマール
高校

パク・ハンギョル
【生年月日】
1991年12月2日
【出身校】
延世大学

http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html#wtb_n
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/wtb.html#wtb_o
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/wtb.html#wtb_r
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/wtb.html#wtb_r
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/wtb.html#wtb_t
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/members/wtb.html#wtb_t


顧問 森島 和洋

部長 中川 善雄

ゼネラルマネージャー 飯泉 景弘

チームディレクター 吉村 太一

ヘッドコーチ 有水 剛志

FWコーチ ニック・スタイルズ

BKコーチ スティーブン・ミーハン

アシスタントコーチ 古川 泰士

アシスタントコーチ 佐藤 幹夫

プレイングコーチ 重光 泰昌

分析 佐藤 俊輔

分析 奥田 英二

ヘッドS＆Cコーチ 岡 誠

ストレングスコーチ ルイス・ダリモア

S&Cコーチ 寺田 京太

チーフメディカルトレーナー 飯田 力

メディカルトレーナー 薦田 大地

メディカルトレーナー 上西 隼斗

通訳 樋口 日向

管理栄養士 成田 厚子

主務 延川 章二

副務 徳丸 孝太

広報・集客 日下 穂高

アンバサダー（普及） タウファ 統悦

採用 北村 一真

庶務 田中 かおり

チームドクター 吉矢 晋一

チームドクター 岡山 明洙

チームドクター 篠原 和幸

チームドクター 堤 眞悟

寮長 松本 和之

チーム体制

スタッフ

９

有水 剛志

吉村 太一中川 善雄

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾐｰﾊﾝニック・スタイルズ

佐藤 幹夫 重光 泰昌古川 泰士

岡 誠

樋口 日向

佐藤 俊輔

寺田 京太 飯田 力ﾙｲｽ・ﾀﾞﾘﾓｱ

奥田 英二

延川 章二

薦田 大地

日下 穂高

飯泉 景弘

徳丸 孝太

上西 隼斗

成田 厚子

タウファ 統悦 北村 一真



■４月１６日（月）
【チームファーストミーティング】

新シーズン始動

2018-2019 主な活動記録

4月

■６月上旬～６月下旬
【春季 強化練習試合】（計６試合） ※詳細は１３ページ

6月

7月 ■７月２５日（水）～８月４日（土） １０泊１１日
【北海道北見合宿】

利用施設：ノーザンアークリゾートホテル
東陵運動公園ほか

・7/31  端野自治区太陽っ子児童館訪問（普及活動実施）
・8/ 3 ｵﾎｰﾂｸﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in北見 招待試合（クボタスピアーズ戦）

１０

３月 ■３月中旬～６月中旬
【海外留学】

ニュージーランド ワイカト協会へ短期留学
山口 知貴選手 １名 ※詳細は１２ページ

■８月３１日（金）
【トップチャレンジリーグ開幕前 必勝祈願】

枚岡神社（東大阪市出雲井町）へチーム一同参拝

８月



■１月２３日（水）
【チーム納会】

会場：東大阪市花園ラグビー場 「ラグビーワールドカップ２０１９ルーム」

2018-2019 主な活動記録

11月

■１２月２３日（日）
【ジャパンラグビートップリーグ入替戦】

⇒トップリーグ１４位チームと入替戦 敗戦によりトップチャレンジリーグ
残留 ※詳細は、１６ページ

１１

1月

12月

９月 ■９月８日（土）～１１月４日（日）
【2018ジャパンラグビートップチャレンジリーグファーストステージ

第１節～第７節】 ※詳細は、１６ページ

■１１月２５日（日）～１２月９日（日）
【2018ジャパンラグビートップチャレンジリーグセカンドステージ

第８節～第１０節】 ※詳細は、１６ページ

■１１月１３日（火）～１１月１７日（土） ４泊５日
【大分県別府市合宿】

利用施設：別府杉乃井ホテルほか
・１１/１４ 大分県が実施している放課後ラグビー（普及活動実施）



2018-2019 主な活動記録

チーム強化策として、選手の海外留学を今年度も実施しました。
派遣先は昨年と同じニュージーランドのワイカトラグビー協会で、１名の選手が３ヶ月間にわ

たり協会所属のクラブチームでプレーしました。
チームには上から下までいくつものカテゴリーがあり、カテゴリー間の選手の入れ替えも頻

繁に行われます。日本では経験できない厳しい環境で日々鍛錬を重ね、貴重な経験を積みま
した。

山口知貴選手（PR）

ハードトレーニング（左側）

■留学した選手

■現地での様子

海外留学

試合後のひと時（右側）

１２

チームメイト（最前列左から２番目）



2018 シーズン戦績

■５勝７敗（計１２試合）

強化練習試合

１３

●春シーズン

日付 時間 対戦チーム 場所 備考

6月2日（土） 13:30 Ｈｏｎｄａ　ＨＥＡＴ 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（三重） ● 21-29

6月9日（土） 13:00 キャノンイーグルス キャノンスポーツパーク（東京） 〇 26-17

6月16日（土） 13:00 宗像サニックスブルース サニックス玄海グラウンド（福岡） ● 26-29

6月23日（土） 13:00 リコーブラックラムズ リコー総合グラウンド（東京） 〇 10-7 第43回定期戦

6月24日（日） 14:00 JR西日本レイラーズ JR西日本神戸総合グラウンド（兵庫） 〇 54-16

6月30日（土） 13:00 ヤマハ発動機ジュビロ グリーン・フィールド中池（岐阜） ● 19-40 関市主催招待試合

●夏合宿

日付 時間 対戦チーム 場所 備考

7月27日（金） 14:30 NTTドコモレッドハリケーンズ 東陵公園球技場（北海道北見市） 〇 43-19

7月30日（月） 13:00 NTTコミュニケーションズシャイニング 津別グラウンド（北海道網走郡） ● 28-97 ４０分×３本

8月3日（金） 14:00 クボタスピアーズ 東陵公園球技場（北海道北見市） ● 14-19
ｵﾎｰﾂｸﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｼﾃｨﾊﾞﾙ in 北見

招待試合

●夏合宿以降

日付 時間 対戦チーム 場所 備考

8月25日（土） 17:00
トヨタ自動車

ヴェルブリッツ
トヨタスポーツセンター（愛知） ● 5-31

9月20日（日） 15:30 同志社大学 多目的球技広場（トライスタジアム）（大阪） 〇 17-14

10月13日（土） 13:00 NTTドコモレッドハリケーンズ ドコモ大阪南港グラウンド（大阪） ● 24-61

結果

結果

結果



ジャパンラグビートップチャレンジリーグについて

2018ジャパンラグビートッチャレンジリーグは、参加８チームによる
２ステージ制のリーグ戦により、総合順位を決定します。

【2018シーズン 参加８チーム】

近鉄ライナーズ

九州電力キューデンヴォルテクス

三菱重工相模原ダイナボアーズ

釜石シーウェイブスRFC 栗田工業ウォーターガッシュ

マツダブルーズーマーズ

2018 シーズン戦績

１４

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ

中国電力レッドレグリオンズ

http://www.top-league.jp/team/info.jsp?tid=4254
http://www.top-league.jp/team/info.jsp?tid=4254


2018 シーズン戦績

トップチャレンジリーグ2018 大会方式

●ファーストステージ
８チーム総当たりのリーグ戦で各チームがそれぞれ７戦を戦い、上位４チームがAグループ
へ、下位４チームがBグループへ進みます。

●セカンドステージ
Aグループ（上位４チーム）、Bグループ（下位４チーム）による総当たり戦で、各チームが３戦
を戦い各グループの順位を決定します。

●入替戦
Aグループのチームのみが「入替戦」でトップリーグの下位４チームと昇格に向けて戦います。

１５

トップチャレンジリーグ2018 最終順位

最終
順位

1 ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ

2 三菱重工相模原ダイナボアーズ

3 近鉄ライナーズ

4 栗田工業ウォーターガッシュ

5 九州電力キューデンヴォルテクス

6 マツダブルーズーマーズ

7 釜石シーウェイブスRFC

8 中国電力レッドレグリオンズ

チーム名



2018 シーズン戦績

トップチャレンジリーグ2018 試合詳細

■７勝０敗（勝ち点３４）でファーストステージ１位となり、セカンドステージAグループへ出場す
ることとなりました。（トップチャレンジリーグ１位～４位決定戦）

●リーグ戦

■入替戦で勝利できず、トップチャレンジリーグに残留となりました。

１６

１ｓｔステージ
節 日付 時間 対戦チーム 場所 観客数

1 9月8日（土） 14:00 マツダブルーズーマーズ
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

（三重）
○ 61-14 750人 

2 9月16日（日） 15:00
九州電力キューデンヴォルテ

クス
ミクニワールドスタジアム（福岡） 〇 38-17 1,363人 

3 9月29日（土） 13:00 栗田工業ウォーターガッシュ 布引グリーンスタジアム（滋賀） 〇 38- 7 740人 

4 10月7日（日） 13:00 中国電力レッドレグリオンズ 万博記念競技場（大阪） 〇 55- 0 1,138人 

5 10月21日（日） 13:00
三菱重工相模原ダイナボアー

ズ
秩父宮ラグビー場（東京） 〇 52-14 6,886人 

6 10月27日（土） 14:00 釜石シーウェイブスRFC いわぎんスタジアム（岩手） ○  29-10 1,278人 

7 11月4日（日） 14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ 東大阪市花園ラグビー場（大阪） 〇 28-24 8,047人 

結果

２ndステージ
節 日付 時間 対戦チーム 場所 観客数

1 11月25日（日） 14:00 栗田工業ウォーターガッシュ
長崎市総合運動公園かきどまり陸

上競技場（長崎）
〇 57-0 500人 

2 12月1日（土） 14:00
三菱重工相模原ダイナボアー

ズ
駒沢オリンピック公園陸上競技場

（東京）
● 19-30 2,622人 

3 12月9日（日） 14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ キンチョウスタジアム（大阪） ● 6-20 4,520人 

結果

■１勝２敗でセカンドステージ３位となり、トップリーグ１４位のチームと入替戦に出場すること
となりました。

＜入替戦＞
節 日付 時間 対戦チーム 場所 観客数

1 12月23日（日） 13:00 日野レッドドルフィンズ
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

（埼玉）
● 11-21 1,780人 

結果



普及・育成活動／社会・地域貢献活動

近鉄ライナーズは、地域社会に元気や感動を与える存在となることを目指すとと

もに、また日本のスポーツ文化の発展に貢献できるよう、普及・育成活動や社会

貢献活動に日々取組んでおります。

普及・育成活動

2018.4.1守口市大枝公園にて開催されま
した、大枝公園オープニングフェスタの中
のイベント「トライスポーツKID`S」に参加し
ました。

１７

2018.4.29大阪市立扇町プール内体育場
で開催されました「キッズスポーツ教室」に
特別講師として参加しました。

2018.5.26てんしば内、キャプテン翼スタ
ジアムにて開催されました５対５で行うタ
グラグビーイベント「FIVES OSAKA」に
ゲストとして参加しました！

2018.5.20九条スポーツセンター(奈良県
大和郡山市)で開催されました「第7回市民
感謝祭」の中のキッズスポーツ教室に特
別講師として参加しました。

2018.11.29大阪市立苅田北小学校６年生の
皆様へラグビー教室を実施しました。

2018.4.22御所市民運動公園で行われま
した、橿原ラグビースクールフレンドリー
マッチ2018に参加しました。

2018.6.17枚方市陸上競技場で行われ
ました「2018枚方ラグビーカーニバル」
に選手がラグビー講習会、特別講師とし
て参加しました。

2018.8.9セレッソスポーツパーク舞洲で行
われました、キッズスポーツ体験会2018に
選手が参加しました。

2018.7.31北海道での毎年の恒例行事、
端野児童館にてラグビークリニックを行い
ました。



普及・育成活動／社会・地域貢献活動

１８

社会・地域貢献活動

2018.4.21ニトリモール東大阪で行われま
した、「春の地域安全運動キャンペーン」に
参加しました。

2018.7.27東大阪市と大阪府警が「走るこど
も１１０ばんトライくん」の協定を締結した、そ
の披露式に招かれました。

2018.10.10近鉄布施駅で行われた特殊詐
欺防止キャンペーンに参加しました。

2018.11.8人権ラグビー教室を池島小学校
で開催しました。今回の授業のテーマは、「
協力」と「思いやり」です。チームメイトを思
いやり、協力しないと達成できないメニュー
を、こども達と一緒に取り組みました。

2018.6.21東大阪市トライスタジアムで東大
阪市社会福祉協議会主催のラグビー体験
交流会を行いました。東大阪市の障がい者
の方々と一緒にパス、キックを行い、ボール
をハンカチに見立てたハンカチ落としならぬ
ボール落としゲームを行いました。

2018.8.20東大阪花園郵便局にて行われま
したラグビーワールドカップ2019記念切手販
売開始イベントに参加しました。



ファンサービス活動

チームＰＲ活動（１）

１９

2018.5.4奈良市で開催されました「平城
京天平祭 春 に参加してイベントを盛り上
げました！

2018.6.17京都市伏見区向島地区で行わ
れました「たんぼラグビーin京都・向島」に参
加しました。

2018.8.19金魚スクエア（大和郡山市）で開
催されました「第2４回全国金魚すくい選手
権大会」にライナーズPR活動もかねて出場
しました！

2018.7.22東大阪市で開催されました「スイ
ーツ スクラム」に参加してイベントを盛り上
げました！トークショウ、ドーナツの品名あ
てクイズ、スポーツ体験に参加するなど来
場のお客様とふれあいました。

2018.8.28「北浜ラグビー部マーラー（大阪
市中央区）」で行われた、トークイベントに参
加しました。

2018.9.19 ３年前（２０１５年）の９月１９日
、ラグビーワールドカップで日本代表が南ア
フリカに勝利した日に、現地で選手と一緒に
歓喜したファンも集ったトークイベントに、日
本代表＃４ロックとして出場したトンプソン
ルーク選手が参加しました。

2018.10.27大阪難波駅・大阪阿部野橋駅
で、１１月４日に行われるトップチャレンジリ
ーグ第７節NTTドコモレッドハリケーンズ戦
のPRを実施しました。

2018.10.14浜名湖サービスエリアでヤマ
ハ発動機ジュビロと共同で普及活動を行い
ました

2018.1014東大阪市花園ラグビー場前で
開催されたイベント「東大阪の夕べ」の中
でNTTドコモレッドハリケーンズと共同でラ
グビー体験と、11月4日に行われるトップ
チャレンジリーグ第7節NTTドコモレッドハ
リケーンズ戦の告知をおこないました！



ファンサービス活動

チームＰＲ活動（２）

【近鉄車両 ラッピング】

ラグビーシーズン開幕に合わせ、ライナーズの選手写真をデザインしたラッピング列車を運行
・奈良線・難波・阪神戦・京都線・橿原線・天理戦車両 ２編成（2018.9.1～2019.1下旬）

２０

【近鉄主要駅等でデジタルサイネージ広告によるPR】

１１月４日に行われるNTTドコモ戦の試合告知のため、デジタルサイネージ広告を掲出
・大阪難波、大阪阿部野橋、大阪メトロ梅田（ホーム・駅構内）（2018.10.29～11.4）



ファンサービス活動

ファンクラブ「近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ」

「近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ」はトップリーグ初年度（２００３年度）に設立したファン
クラブで、近鉄ライナーズの応援を通じてラグビーの振興ならびに会員間の親睦を深めるこ
とを目的としています。

ご入会いただきますと、近鉄ライナーズの公式戦が全試合無料でご観戦いただけるなど多
くの特典を受けられます。
チームのファンだけでなく多方面から好評をいただいており、毎年多数の入会をいただいて
います。

●有効期間 平成３０年８月１日～２０１９（平成３１）年７月３１日 ※自動更新はありません

●会 費 ２，５００円（１口）

●特 典 (1) 近鉄ライナーズ公式戦全試合無料招待
(2) オフィシャルハンドブック贈呈
(3) オリジナル会員証贈呈
(4) 入会記念品贈呈
(5) 来場記念品贈呈（リーグ戦全試合来場者対象）
(6) 会員限定イベント参加資格（抽選会・サイン会など）
(7) オリジナルグッズの会員価格での提供

●申込方法 (1) 専用チラシによる郵便振替
(2) インターネット
(3) 近鉄駅営業所
(4) 試合会場

【概 要】 ※2018-2019ｼｰｽﾞﾝ

オフィシャルハンドブックオリジナル会員証 入会記念品（ﾘｭｯｸ型巾着袋）

２１



ファンサービス活動

来場促進イベント（１）

【特別観戦優待デー】

11/4 トップチャレンジリーグ第7節 NTTドコモレッドハリケーンズ戦
〈リーフレットをご持参いただいた方〉

５００円で当日入場券をお渡し（２名様まで対応）
（当日入場券：一般自由席２，０００円 → ５００円）

実施試合

実施試合

実施試合

【NIFREL（ニフレル）共同イベント】

10/7 トップチャレンジリーグ第４節 中国電力レッドレグリオンズ戦

試合会場近隣の施設「ＮＩＦＲＥＬ（ニフレル）」（近鉄グループ）と共同で実施
〈サポーターズクラブ会員〉

会員証とイベントチラシにある引換券をＮＩＦＲＥＬに持参された方は、入館券
を割引価格で購入可能
（入館券：大人１，９００円 → １，７００円）
〈サポーターズクラブ会員でない方〉

当日のＮＩＦＲＥＬの入場券（半券）を試合会場の近鉄ライナーズテントに持参
された方に、当日入場券を特別価格でご提供
（当日入場券：一般自由席２，０００円 → ５００円）

２２

【ＫＩＰＳポイントライキャンペーン】

近鉄沿線開催の全ての試合で実施
9/ 8 トップチャレンジリーグ第１節 ﾏﾂﾀﾞﾌﾞﾙｰｽﾞｰﾏｰｽﾞ戦

10/ 7 トップチャレンジリーグ第４節 中国電力ﾚｯﾄﾞﾚｸﾞﾘｵﾝｽﾞ戦
11/ 4 トップチャレンジリーグ第７節 ＮＴＴﾄﾞｺﾓﾚｯﾄﾞﾊﾘｹｰﾝｽﾞ戦
【ＫＩＰＳポイントライキャンペーン】

ＫＩＰＳカードと当日の入場券プラス、条件を満たしたレシート・
各進呈券などの呈示で、カード１枚につきＫＩＰＳポイント最大で
１５０ポイントを進呈＜ＫＩＰＳ会員限定＞



ファンサービス活動

実施試合

来場促進イベント（２）

【応援バスツアー】

実施試合

11/ 4 トップチャレンジリーグ第７節 NTTﾄﾞｺﾓﾚｯﾄﾞﾊﾘｹｰﾝｽﾞ戦
近鉄名古屋駅と東花園駅を往復する応援列車を運行。

往路列車内では近鉄ライナーズの選手が同乗し、サイン会＆撮
影会、賞品が当たるライナーズ選手とのジャンケン大会などを
実施。
※参加者：約６０名

【応援列車ツアー】

9/ 29 トップチャレンジリーグ第３節 栗田工業ｳｫｰﾀｰｶﾞｯｼｭ戦

大阪上本町駅２階の高速バスセンターと試合会場を往復する応援
バスを運行。サポーターズクラブ会員でない参加者には、当日入場
券を割引で販売。（参加者全員に特製弁当とお茶の特典付き）
※参加者：約１２０名

２３



多くのご声援ありがとうございました

引き続き来シーズンも
応援宜しくお願い申し上げます

近鉄グループホールディングス株式会社
人事部（ラグビー運営担当）
〒578-0923 
東大阪市松原南1-1-1 東大阪市花園ラグビー場内
TEL:072-961-4306 
FAX:072-961-4308
公式ホームページ http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/liners/
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