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 ジャパンラグビートップリーグ 2020 応援のお願い  
 
平素より企業スポーツ活動に、絶大なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
先般、日本で開催されましたラグビーワールドカップで初のベスト８進出し、非常にラグビー人気が高まり

ました。そして、いよいよトップリーグが 2020 年 1 月 12 日から開幕致します。 
当社ラグビー部“ワイルドナイツ”は、昨年度６位という不本意な結果に終わりましたが、今シーズンは 
王者奪還・トップリーグ制覇を目指して、日々努力を重ねております。 
つきましては、今シーズンの試合日程をご案内致しますので、是非試合会場にご来場賜り、皆様より力強い 
ご声援にて勝利への後押しをいただきたく、よろしくお願い申しあげます。 
 

記 
 
１．試合日程（グループ社員用チケット配布対象試合） 

  パナソニックワイルドナイツが出場する全試合が対象です。添付別紙または、下記URLをご参照ください。 

  【ジャパントップリーグ公式サイト：試合日程】 

    https://www.top-league.jp/wp-content/uploads/2019/10/tl2020_schedule_t3_191030.pdf  

※但し、『3 月 28 日の秩父宮の試合 対 Ｈｏｎｄａ ＨＥＡＴ 戦』に限り、対象外とさせて頂きます。 

（既に自由席および指定席が前売りにて完売しております。チーム購入枚数に限りがあるため、 
社内イントラサイトにアクセスできる従業員に限定し、事前抽選にて配布させて頂くことになりました。 
何卒ご理解頂きますようお願いいたします。） 

 

２．グループ社員用チケット制度 

「パナソニックグループ社員証」「松愛会会員証」「松寿会会員証」「松九会会員証」「松友会会員証」 

「洋友会会員証」「ＰＡＬカード」「健康保険証」のご提示で、本人含むご家族（扶養外も可）ご友人の 

応援席チケットを“５枚”を限度として配布いたします。（当日配布のみとなります） 

※カード所有者本人含めて、全員お揃いの上、受付にお越しください。 

あとから合流の方の分を先にお渡しすることはできません。 

※コピーや名刺等での代用はできません。またカード所有者を含まないグループにはお渡しできません。 

尚、応援席チケットは十分な枚数を準備予定ですが、会場が満席の際は、ご入場いただけない場合も   

ございます。あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 
３．試合当日の入場方法について 

上記のカードをパナソニック受付でご提示ください。 
試合受付時間は各会場で異なります。ワイルドナイツのＨＰにて、各試合のチケット受付開始時間を 

ご確認ください。チケット引き渡しは、試合開始までとなります。 

ただし、状況次第で変更する場合がございます。 

 
４．お問い合わせ 

企業スポーツセンター 管理課 

 上村 健 ／ 中井 靖子  

 ＴＥＬ：072-844-7285  内線：7-615-4466                        以上                      

        



節

11:30 日野レッドドルフィンズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

14:00 東芝ブレイブルーパス vs サントリーサンゴリアス

13:00 パナソニック ワイルドナイツ vs クボタスピアーズ 埼玉 熊谷

11:45 リコーブラックラムズ vs Honda HEAT

14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs キヤノンイーグルス 兵庫 ユニバ

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 静岡 ヤマハ

11:30 (TCL併催)コカ・コーラレッドスパークス vs 九州電力キューデンヴォルテクス

14:00 宗像サニックスブルース vs NECグリーンロケッツ

11:30 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs キヤノンイーグルス

14:00 サントリーサンゴリアス vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

11:45 NECグリーンロケッツ vs 日野レッドドルフィンズ

14:00 東芝ブレイブルーパス vs NTTドコモレッドハリケーンズ

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 静岡 ヤマハ

13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs パナソニック ワイルドナイツ 愛知 豊田ス

11:30 (TCL併催)九州電力キューデンヴォルテクス vs マツダブルーズーマーズ

14:00 宗像サニックスブルース vs リコーブラックラムズ

13:00 Honda HEAT vs クボタスピアーズ 三重 鈴鹿

13:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs パナソニック ワイルドナイツ 神奈川 ギオンス

13:00 クボタスピアーズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 大阪 万博

13:00 リコーブラックラムズ vs ヤマハ発動機ジュビロ 京都 たけびし

11:30 Honda HEAT vs 東芝ブレイブルーパス

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 日野レッドドルフィンズ

13:00 宗像サニックスブルース vs NTTドコモレッドハリケーンズ 福岡 グローバル

13:00 キヤノンイーグルス vs NECグリーンロケッツ 神奈川 ニッパツ

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs サントリーサンゴリアス 兵庫 ノエスタ

13:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 東芝ブレイブルーパス 神奈川 ニッパツ

13:00 サントリーサンゴリアス vs NECグリーンロケッツ 大阪 万博

11:30 日野レッドドルフィンズ vs ヤマハ発動機ジュビロ

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs Honda HEAT

13:00 キヤノンイーグルス vs パナソニック ワイルドナイツ 東京 町田

13:00 リコーブラックラムズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 神奈川 ニッパツ

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs NTTドコモレッドハリケーンズ 兵庫 ユニバ

13:00 宗像サニックスブルース vs クボタスピアーズ 佐賀 駅スタ

13:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 宗像サニックスブルース 東京 夢の島

11:30 キヤノンイーグルス vs Honda HEAT

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs 東芝ブレイブルーパス

11:30 NTTドコモレッドハリケーンズ vs ヤマハ発動機ジュビロ

14:00 サントリーサンゴリアス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs リコーブラックラムズ 兵庫 ユニバ

13:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs NECグリーンロケッツ 神奈川 ギオンス

13:00 クボタスピアーズ vs 日野レッドドルフィンズ 東京 夢の島

11:30 NECグリーンロケッツ vs リコーブラックラムズ

14:00 日野レッドドルフィンズ vs サントリーサンゴリアス

11:45 キヤノンイーグルス vs 宗像サニックスブルース

14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs パナソニック ワイルドナイツ

13:00 Honda HEAT vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 三重 鈴鹿

11:30 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs ヤマハ発動機ジュビロ

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs クボタスピアーズ

2月23日 日 13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 東芝ブレイブルーパス 兵庫 ユニバ

11:30 クボタスピアーズ vs NECグリーンロケッツ

14:00 東芝ブレイブルーパス vs ヤマハ発動機ジュビロ

11:30 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs サントリーサンゴリアス

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

13:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs リコーブラックラムズ 大阪 ヤンマーフィー

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 日野レッドドルフィンズ 兵庫 ユニバ

11:45 Honda HEAT vs 宗像サニックスブルース

14:00 キヤノンイーグルス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

11:30 リコーブラックラムズ vs 日野レッドドルフィンズ

14:00 クボタスピアーズ vs 東芝ブレイブルーパス

13:00 パナソニック ワイルドナイツ vs NECグリーンロケッツ 埼玉 熊谷

13:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs キヤノンイーグルス 大阪 万博

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs Honda HEAT 兵庫 ユニバ

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs サントリーサンゴリアス 静岡 エコパ

13:00 宗像サニックスブルース vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 福岡 グローバル

3月8日 日 13:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ 宮城 ユアスタ
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日時 対戦カード 開催会場
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福岡



節

13:00 NECグリーンロケッツ vs ヤマハ発動機ジュビロ 千葉 柏の葉

13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs クボタスピアーズ 兵庫 ユニバ

13:00 Honda HEAT vs 日野レッドドルフィンズ 三重 鈴鹿

13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 東芝ブレイブルーパス 愛知 パロ瑞穂ラ

11:30 リコーブラックラムズ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs NTTドコモレッドハリケーンズ

13:00 宗像サニックスブルース vs パナソニック ワイルドナイツ 熊本 えがおS

13:00 キヤノンイーグルス vs サントリーサンゴリアス 大分 昭和電ド

11:30 パナソニック ワイルドナイツ vs Honda HEAT

14:00 サントリーサンゴリアス vs クボタスピアーズ

13:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs NECグリーンロケッツ 大阪 ヤンマーフィー

13:00 東芝ブレイブルーパス vs 日野レッドドルフィンズ 山口 みらスタ

11:30 キヤノンイーグルス vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs リコーブラックラムズ

11:45 ヤマハ発動機ジュビロ vs 宗像サニックスブルース

14:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

11:30 東芝ブレイブルーパス vs キヤノンイーグルス

14:00 リコーブラックラムズ vs パナソニック ワイルドナイツ

13:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 岩手 釜石復興

13:00 宗像サニックスブルース vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 広島 コカ・BJIスタ

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs クボタスピアーズ 静岡 ※エコパ or ヤマハ

11:45 日野レッドドルフィンズ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

14:00 サントリーサンゴリアス vs NTTドコモレッドハリケーンズ

13:00 NECグリーンロケッツ vs Honda HEAT 高知 高知春野陸

11:30 キヤノンイーグルス vs リコーブラックラムズ

14:00 NECグリーンロケッツ vs 東芝ブレイブルーパス

11:30 日野レッドドルフィンズ vs 宗像サニックスブルース

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

11:45 クボタスピアーズ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

14:00 Honda HEAT vs サントリーサンゴリアス

11:45 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs ヤマハ発動機ジュビロ

14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

11:30 NECグリーンロケッツ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

11:30 クボタスピアーズ vs キヤノンイーグルス

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs サントリーサンゴリアス

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs Honda HEAT 静岡 ※エコパ or ヤマハ

13:00 宗像サニックスブルース vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ 福岡 グローバル

11:45 リコーブラックラムズ vs 東芝ブレイブルーパス

14:00 日野レッドドルフィンズ vs NTTドコモレッドハリケーンズ

11:30 サントリーサンゴリアス vs 宗像サニックスブルース

14:00 東芝ブレイブルーパス vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

11:45 クボタスピアーズ vs リコーブラックラムズ

14:00 NECグリーンロケッツ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs パナソニック ワイルドナイツ 静岡 ※エコパ or ヤマハ

11:30 Honda HEAT vs NTTドコモレッドハリケーンズ

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

4月26日 日 13:00 日野レッドドルフィンズ vs キヤノンイーグルス 秋田 A-スタ

11:30 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs NECグリーンロケッツ

14:00 サントリーサンゴリアス vs リコーブラックラムズ

11:30 東芝ブレイブルーパス vs 宗像サニックスブルース

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs 日野レッドドルフィンズ

11:45 ヤマハ発動機ジュビロ vs キヤノンイーグルス

14:00 NTTドコモレッドハリケーンズ vs クボタスピアーズ

13:00 Honda HEAT vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ 三重 鈴鹿

13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 愛知 パロ瑞穂ラ

※ 以下の3試合は、エコパスタジアムまたはヤマハスタジアムのどちらかで開催いたします。

2020年1月に決定次第、お知らせいたします。

第11節　4月 4日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs クボタスピアーズ

第13節　4月18日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs Honda HEAT

第14節　4月25日（土）　ヤマハ発動機ジュビロ vs パナソニック ワイルドナイツ
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日時 対戦カード 開催会場


