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名称：ラビナーくん

近鉄ライナーズの情報発信を担当します。「ラビナー」です！

ライナーズの情報を皆様にお届けします。



チーム概要

主なプロフィール

□創 部 昭和４年（１９２９年）※創部９０周年

□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 ４８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）

□提携チーム メルボルン・レベルズ（オーストラリア）

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

令和元年度 ２０１９-２０２０ トップチャレンジリーグ優勝

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。
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近鉄ライナーズは、2019年シーズンで90周年
を迎えます。
90年間の歴史をさらに繋げていく責任と自覚を
持って行動します。

何をすべきか自分で考え行動することを「主体
性」と表現しています。

※やるべきことをするのは「自主性」



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。

2019年に開催されたラグビーワールドカップ日本大会（9/20～11/2）では計4試合の試合
会場となりました。

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）
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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３

００ｍ日本一の超高層ビル「あべのハルカス」、背中下部には近鉄グループカード「KIPS」のロゴ
マークを、また背中上部には近鉄ライナーズ創部９０周年を記念し「９０ｔｈ」のロゴマークを入れて
います。

【2ndジャージ】
配色は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おり、

下部のデザイン（格子状の柄）は２０１８年に新装した花園ラグビー場をイメージしています。また背
中上部には１ｓｔジャージ同様、近鉄ライナーズ創部９０周年を記念し「９０ｔｈ」のロゴマークを入
れています。

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

三竹 康太
【生年月日】
1996年4月28日
【出身校】
立命館大学
大阪桐蔭高校

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

金子 惠一
【生年月日】
1996年8月19日
【出身校】
中央大学
東福岡高校

ＦＷ（フォワード）
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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

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

日本代表として
RWCに４大会連続
出場

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

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
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_b
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/lo.html#lo_j


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

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

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

菅原 貴人
【生年月日】
1996年9月22日
【出身校】
帝京大学
御所実業高校

ジェド・ブラウン
【生年月日】
1991年3月12日
【出身校】
バーンサイド
ハイスクール

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

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

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/fl.html#fl_o
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
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


チーム体制

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

ウィル・ゲニア
【生年月日】
1988年1月17日
【出身校】
ブリスベン・ボー
イズ・カレッジ

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

パスカル・ダン
【生年月日】
1994年3月29日
【出身校】
クイーンエリザベス
スクール

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

ジョシュア・ノーラ
【生年月日】
1996年6月11日
【出身校】
セントパトリックス
カレッジ

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

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

佐原 慧大
【生年月日】
1995年8月19日
【出身校】
愛知学院大学
洛北高校

クウェイド・
クーパー
【生年月日】
1988年4月5日
【出身校】
アングリカンチャーチ
グラマー高

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_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/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
http://www.kintetsu.co.jp/rugby/members/so.html#so_a
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/so.html#so_g


チーム体制

ポジション解説

８

アンドリース・クッツェ
ー
【生年月日】
1990年3月1日
【出身校】
ミッデリバーク高校

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

髙野 蓮
【生年月日】
1996年7月19日
【出身校】
同志社大学
東福岡高校

正面 健司
【生年月日】
1983年5月1日
【出身校】
同志社大学
東海大大阪仰星高校

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 ショーン・ヘッジャー

アシスタントコーチ 佐藤 幹夫

アシスタントコーチ 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

コンディショニングコーチ 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

通訳（生活サポート） 前田 啓子

管理栄養士 成田 厚子

主務 徳丸 孝太

副務 村下 雅章

広報・集客 草野 雅人

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

チームドクター 西川 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

ショーン・ヘッジャーニック・スタイルズ

佐藤 幹夫 重光 泰昌

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

村下 雅章

薦田 大地

草野 雅人

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

前田 啓子

田中 かおり



■４月２日（火）
【チームファーストミーティング】
新シーズン始動

2019-2020 主な活動記録

4月

■６月２２日～８月１０日（土）
【トップリーグカップ２０１９】（計５試合）

※詳細は１３ページ

6月

８月
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３月 ■３月上旬～５月下旬
【海外留学】
ニュージーランド タスマン協会へ短期留学
森田 尚希選手・野中翔平選手 ２名 ※詳細は１２ページ

■８月２８日（水）～８月２９日（木） １泊２日
【チームビルディング】富士山登山

■６月１３日（木）
【必勝祈願】枚岡神社



■１月３１日（金）
【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」

2019-2020 主な活動記録

11月

■１月２６日（日）
【近鉄ライナーズ 『ファン感謝祭』開催】
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1月

■２０１９年１１月１７日（日）～２０２０年１月１９日（日）
【2019ジャパンラグビートップチャレンジリーグ 第１節～第７節】
※詳細は、１４・１５ページ

１０月 ■１０月１４日（月）～１０月１９日（日） ５泊６日
【沖縄合宿】
利用施設：ローヤルホテル

読谷村陸上競技場ほか
・１０/１６ 読谷村陸上競技場・名護高校・渡慶次小学校で普及活動
・１０/１８ 練習試合 VS豊田自動織機（残波岬ボールパーク）



2019-2020 主な活動記録

近鉄ライナーズは、持続的なチーム強化を目的とするためメルボルン レベルズとパートナー
シップ契約を結びました。

■調印式の様子

メルボルン レベルズとパートナーシップ契約締結
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□チーム名 メルボルン レベルズ

□創 立 ２０１１年

□本拠地 オーストラリア メルボルン

□過去の戦績 最高順位 ９位（２０１８年）

□チーム構成 ビクトリア州ラグビーユニオン所属選手
契約選手

□所属リーグ スーパーラグビー（オーストラリアカンファレンス）

■レベルズ「KINTETSU」ロゴ入りジャージ

２０２０年２月１日（土）福岡レベルファイブスタジ
アムで開催されたスーパーラグビー開幕戦とな
るヒト・コミュニケーションズサンウルブズvsメル
ボルン レベルズ戦において、レベルズが友好の
印として「KINTETSU」のロゴが入ったジャージ
を着用しました。

２０１９年９月１３日（金）オーストラリア メルボル
ン市内において近鉄ライナーズとメルボルン レ

ベルズのパートナーシップ契約の調印式が執り
行われました。

前列左側から：有水HC、飯泉GM、ベーデン・ス
テファーソンCEO、デイヴィッド・ヴェッセルズHC



2019-2020 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。
派遣先はニュージーランドのタスマンラグビー協会で、２名の選手が３ヶ月間にわたり協会

所属のクラブチーム「タスマンマコ」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。

森田 尚希選手（CTB）

アカデミーのジムは規模も大きく、
その場で自分のフォームなども確認
出来るモニターがついています。
（森田選手）

■留学した選手

■現地での様子

海外留学

野中選手（左側）と森田選手（右側）
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野中 翔平選手（FL/No8）

グラウンドに入る前の戦術の確認等
のミーティングは、とても緻密で入念で
した！

NZといえば状況判断にとても優れて
いるイメージですが、その状況判断の
根元には入念な準備がありました！

（野中選手）



2019 シーズン戦績

■４勝２敗（計６試合）※１試合中止

強化練習試合
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日付 時間 対戦チーム 場所 備考

6月1日（土） 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 第2グラウンド（大阪） 〇 31-26

6月8日（土） 13:00 リコーブラックラムズ 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド（大阪） 〇 21-7 第44回　定期戦

6月15日（土） 立命館大学 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド（大阪） 中止

10月18日（金） 13:00 豊田自動織機シャトルズ ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク（沖縄県読谷村） 〇 36-5

10月26日（土） 15:00 コカ・コーラレッドスパークス コカ・コーラウエストさわやかスポーツ広場（福岡県福岡市） ● 21-31

11月9日（土） 13:30 Honda  HEAT Hondaアクティブランド（三重県鈴鹿市） 〇 38-35

12月29日（日） 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（大阪府大阪市） ● 19-73

結果

ジャパンラグビー トップリーグの16チームとトップチャレンジリーグの8チーム
、計24チームが参加。6月22日（土）～8月10日（土）の日程で、24チームを4
つのプールに分け、各プール1回戦総当たりのプール戦および各プールの1位によ
る決勝トーナメントを行い、優勝チームを決定します。

ジャパンラグビートップリーグカップ2019 試合詳細

節 日付 時間 対戦チーム 場所 観客数

1 6月22日（土） 11:30 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 紀三井寺公園陸上競技場（和歌山） ● 14-22 2,588人

2 6月30日（日） 11:30 マツダブルーズ―マーズ 三重交通Gスポーツの社　鈴鹿（三重） 〇 50-10 1,152人

3 7月6日（土） 16:45 NECグリーンロケッツ 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場（埼玉） 〇 56-19 2,055人

4 7月13日（土） 15:00 リコーブラックラムズ コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム（広島） 〇 38-26 1,878人

5 7月20日（土） 16:30 豊田自動織機シャトルズ 三重交通Gスポーツの社　鈴鹿（三重） 〇 52-12 1,401人

6 8月4日（土） — ヤンマーフィールド長居（大阪） — —

7 8月10日（土） — 東大阪市花園ラグビー場（大阪） — —

結果

ジャパンラグビートップリーグカップ2019（プールD）

プールD

2位通過により決勝トーナメントに

進出できませんでした。

■神戸製鋼コベルコスティーラーズに敗れはしたものの、4勝1敗という成績でしたが、プールD
２位通過となり、残念ながら決勝トーナメントに進出できませんでした。



2019 シーズン戦績
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ジャパンラグビートップチャレンジリーグについて

2019-20ジャパンラグビートッチャレンジリーグは、参加８チームでの

リーグ戦により、総合順位を決定します。【2019-20シーズン 参加８チーム】

近鉄ライナーズ マツダ
ブルーズ―マーズ

豊田自動織機
シャトルズ

釜石シーウェイブス

コカ・コーラ
レッドスパークス

清水建設
ブルーシャークス

九州電力
キューデンヴォルテクス

栗田工業
ウォーターガッシュ

トップチャレンジリーグ2019 大会方式

●勝ち点の多い順に順位を決定します。
●勝ち点が同じ場合、下記の順で上位を決定します。

①合計勝利数
②合計得失点差
③当該チーム同士の試合での勝ち点
④３チーム以上が当該チーム同士の試合でも同じ勝ち点の場合、当該チーム同士の試

合での得失点差
⑤合計トライ数
⑥トライ後の合計ゴール数
⑦当該チームで抽選



2019 シーズン戦績
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トップチャレンジリーグ2019 最終順位

トップチャレンジリーグ2019 試合詳細

節 日付 時間 対戦チーム 場所 観客数

1 11月17日（日） 13:00 清水建設ブルーシャークス ヤンマーフィールド長居（大阪） 〇 64-29 5,068人

2 11月24日（日） 13:00 豊田自動織機シャトルズ 東大阪市花園ラグビー場（大阪） 〇 33-22 15,596人

3 12月8日（日） 11:30 マツダブルーズ―マーズ 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場（長崎） 〇 58-3 4,150人

4 12月15日（日） 11:30 九州電力キューデンヴォルテクス ヤンマーフィールド長居（大阪） 〇 47-15 3,771人

5 12月21日（日） 14:00 コカ・コーラレッドスパークス レベルファイブスタジアム（福岡） 〇 43-26 4,639人

6 1月11日（日） 14:00 釜石シーウェイブス ヤンマースタジアム長居（大阪） 〇 76-12 6,251人

7 1月19日（日） 14:00 栗田工業ウォーターガッシュ 秩父宮ラグビー場（東京） 〇 74-0 14,599人

2019ジャパンラグビートップチャレンジリーグ

結果

最終順位

1

2

3

4

5

6

7

8

チーム名

近鉄ライナーズ

豊田自動織機シャトルズ

コカ・コーラレッドスパークス

釜石シーウェイブス

栗田工業ウォーターガッシュ

マツダブルーズ―マーズ

九州電力キューデンヴォルテクス

清水建設ブルーシャークス

■全勝優勝を果たしましたが、今期はラグビーワールドカップの開催に伴い、入替戦は行われま
せんでした。



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

2019.4.21東大阪市花園中央公園多目
的球技場で開催の『全国一斉！ラグビー
体験会』に参加しました。
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2019.5.１2生駒北スポーツセンターで
ラグビークリニックを実施しました。

2019.9.11滋賀県大津市立木戸小学校
でライナーズの選手・コーチがラグ
ビーの普及活動を行いました。

2019.12.5花園ラグビー場の近くにある
恵徳幼稚園でラグビー体験を行いました。

2019.4.28ロータリークラブの「春の
ＲＹＬＡセミナー」に講師として選手
が参加しました。

2019.9.18小阪こども園でラグビー
体験を実施しました。

2019.10.16沖縄合宿3日目のリカバリ
ーの日に選手全員でキャンプ地周辺の
小学校や高校を訪問し、ラグビーの普
及活動を行いました。

2019.10.5てんしば でFIVESのゲーム
に参加しました。

2019.8.19～21東大阪市花園ラグビー
場にてライナーズを指導しているプロ
のコーチによるハイレベルな指導を参
加費無料で受けられる「ライナーズ
3daysクリニック」を実施しました。



普及・育成活動／社会・地域貢献活動
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2019.12.15奈良県にあるラグビースクー
ル『橿原オークス』が主催するフレンド
リーマッチに参加しました。

2020.1.20品川区立小山小学校でライ
ナーズによるラグビー普及活動を行いま
した。

社会・地域貢献活動

2019.5.18東大阪市が主催する、初心者
向け体験型スポーツイベントに参加しま
した。

2019.5.22東大阪市役所１階の特設ブー
スで開かれた花園ラグビー場の新旧デザ
インが描かれたオリジナルのフレーム切
手の発売イベントに参加しました。

2019.6.7東大阪アリーナで開催された
『第２１回わんぱくフェスティバル』に
参加しました。

2019.9.22近鉄奈良線布施駅の北口交通
広場で行われた東大阪産業フェアにゲス
トで参加しました。

2019.9.29フレスポ東大阪ではじめての
ラグビー体験を実施しました。

2019.10.9東大阪市主催のイベント、ス
ポーツパーク布施に参加しました。



普及・育成活動／社会・地域貢献活動
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2019.11.3花園中央公園で行われた健康
寿命フェスティバルに参加しました。

2019.11.10近鉄奈良線瓢箪山駅の目の
前にある商店街でラグビー体験やトーク
ショーを行いました。

2019.11.30近鉄奈良線河内花園駅のす
ぐそばにある商店街のイベント「花園１
００円笑店街」に参加しました。

チームＰＲ活動（１）

2019.4.29あべのハルカス近鉄本店７
階森の広場に「ハルカスラグビースタ
ジアム」を特設しラグビー体験や記念
撮影を行いました！

2019.7.28河内小阪駅のすぐ前にある商
店街の夏祭りにライナーズが参加しまし
た。１８時と１９時の２回に分けてトー
クショーや記念撮影会を実施し、ほかに
も旗を持ってお祭りを巡回したりしまし
た。

2019.8.11近鉄奈良線 若江岩田駅周辺で
行われた『墓市夜市』に参加しました。

2019.8.22近鉄大阪線 弥刀駅の近くにあ
る『金岡商店街夏祭り』に参加しました
。お祭り巡回やトークショーを行いまし
た。

2019.8.25鴻池商店街で実施の夏祭りイ
ベントに参加しました。

2019.8.25近鉄南大阪線 阿部野橋駅す
ぐ横のHOOP１階に特設のオープンエア
プラザステージで、ステージプログラム
のひとつ「ラグビー体験」というコーナ
ーに出演しました。



ファンサービス活動
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2019.9.22東花園駅から貸切の団体列
車ハイネケン列車が運行され選手たち
が乗車しPR活動を行いました。

2019.9.14近鉄奈良線 河内小阪駅の駅
前で実施された小阪サンサンまつりに
参加しました。

2019.9.14近鉄奈良線 大和西大寺駅
構内にある駅ナカショッピングモール
タイムズプレイス西大寺の１０周年祭
のイベントにゲストで参加しました。

2019.9.28浜名湖サービスエリアでラグ
ビーイベントを行いました。

2019.10.29近鉄主要駅にてチラシ配布
を行いました。



ファンサービス活動
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【近鉄バス ラッピング】

・八尾営業所 ２台（2019.11.22～）

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
・奈良線系車両 ２編成（2019.5.19～2020.2下旬）
・けいはんな線車両 １編成（2019.5.19～2020.2下旬）



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 ２０１９年５月１日～２０２０年３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) 会員限定イベント参加資格（サイン会・ファン感謝祭など）
(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】※2019-2020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（サコッシュポーチ）
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ファンサービス活動

来場促進イベント

【特別観戦優待デー】

【東大阪市民デー】
５００円で当日入場券をお渡し（東大阪市に在住・在務の方限定）
（当日入場券：一般自由席２，０００円 → ５００円）
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【ＫＩＰＳポイントライキャンペーン】

【ＫＩＰＳポイントライキャンペーン】
ＫＩＰＳカードと当日の入場券をご提示いただくと50pt贈呈。さら
に特設テント内にて1,000円以上のグッズをご購入いただくと50pt
進呈券を贈呈。ＫＩＰＳポイント最大で100ポイントを進呈。
＜ＫＩＰＳ会員限定＞

■ 11月24日（日）トップチャレンジリーグ第2節 豊田自動織機シャトルズ戦にて
来場促進イベントを開催いたしました。

【応援バスツアー】

6月22日（土）ジャパンラグビー トップリーグカップ2019
第1節 神戸製鋼コベルコスティーラーズ戦
大阪上本町駅２階の高速バスセンターと試合会場である紀三井
寺公園陸上競技場を往復する応援バスを運行。



ファンサービス活動
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【サイン会】

【先着１００名様にサイン会を実施】
試合終了後、選手たちによるサイン会を実施。

【応援列車ツアー】

【近鉄ライナーズの選手と楽で行く ラグビー観戦ツアー】
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。



ファンサービス活動
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記念Tシャツ販売

1月26日（日）ファン感謝祭限定で記念TシャツやコラボTシャツ等を販売。

ファン感謝祭記念Tシャツ 近鉄ライナーズ・レベルズコラボTシャツ

１ｓｔジャージレプリカTシャツ

■1月26日（日）ファン感謝祭

■11月24日（日）vs豊田自動織機シャトルズ戦

11月24日（日）vs豊田自動織機シャトルズ戦で90周年記念Tシャツを販売。



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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