
ラグビーワールドカップ 2019TMの都内の公認チームキャンプ地決定について 

 

１ 概 要  

○ 公認チームキャンプ地とは、大会期間中に出場チームが練習及び調整を行うた

めに滞在する場所 

○ ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会（以下「組織委員会」という。）が、

公認チームキャンプ地を公募。全国で７６件９０自治体が立候補し、都内につい

ては３市（武蔵野市、府中市、町田市）が立候補 

○ 平成３０年４月２０日、組織委員会が、立候補のあった中から選定したものに

加え、独自に試合会場周辺で追加確保したものを併せ、公認チームキャンプ地を

内定し公表（平成３０年５月２４日、本委員会において報告） 

○ 平成３１年３月１１日、組織委員会が各自治体との契約手続きを経て、公認チ

ームキャンプ地の決定を公表 

 

２ 都内の公認チームキャンプ地の決定状況  

（１）立候補した都内自治体          下線は内定時から変更のあった内容 

公認チームキャンプ地 滞在するチーム名 

武蔵野市 ロシア 

府中市 
イングランド、フランス、 

決勝トーナメント出場チーム 

町田市 ナミビア 

※ セキュリティ確保の観点から施設の名称や滞在期間については非公表 

 

（２）組織委員会が独自に追加確保したもの   下線は内定時から変更のあった内容 

公認チームキャンプ地 滞在するチーム名 

東京都Ａ スコットランド、フランス 

東京都Ｂ 
日本、ウェールズ、アルゼンチン、オースト

ラリア、決勝トーナメント出場チーム 

東京都Ｃ 
ニュージーランド、日本、オーストラリア、

イングランド、決勝トーナメント出場チーム

※ セキュリティ確保の観点から施設の名称や滞在期間については非公表 

 

S1050101
テキストボックス
平成31年3月22日ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ及びﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ推進対策特別委員会 



公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会 
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-1 

日本青年館・日本スポーツ振興センタービル 6 階 
TEL: 03－6438－6321 FAX: 03－6438－6310 

＜問い合わせ＞広報担当：楠本、柳沼、坪田 
 

 

 
 

 
 

2019年3月11日 
 
 
 
 
 

 

このたび、ラグビーワールドカップ2019の大会期間中に出場チームが滞在する「公認チームキャンプ地」が決

定しましたので、お知らせいたします。 

公認チームキャンプ地については、2018年4月20日に、内定状況を発表したところですが、今回、ラグビー

ワールドカップ2019組織委員会は、すべての公認チームキャンプ地と契約を締結いたしました。また、決勝トー

ナメントで使用する公認チームキャンプ地も決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

■ワールドラグビ―会長 ビル・ボーモント氏 コメント 

ラグビーワールドカップ2019日本大会の公認チームキャンプ地として関わっていただく全ての皆様に感謝いた

します。公認チームキャンプ地は、各国の代表チームが試合に備えるための最適な基盤をチームに提供すると

いう点で、ラグビーワールドカップにとって不可欠な要素です。同時に、これまでのラグビーの遠征と同じように、チ

ームが開催国の各地の人々や地域社会と交流する機会を提供することも重要です。これは、どのラグビーワー

ルドカップにとっても欠くことのできない文化的側面であり、スポーツの最高峰のイベントにおいて、国を代表する

という幸運にある選手にとってのハイライトの１つです。 

 

■ラグビーワールドカップ2019組織委員会 事務総長 嶋津 昭（しまづ あきら）コメント 

  今回、公認チームキャンプ地の決定を発表することができ、大変嬉しく思います。ラグビーワールドカップ2019

日本大会の公認チームキャンプ地として関わっていただく全ての皆様に、改めて感謝申し上げます。 

公認チームキャンプ地は、大会期間中、出場チームが試合に向けた調整を行う大事な場所となります。世

界各地から訪れる選手やチーム関係者が、大会で最高のパフォーマンスを見せられるよう、我々ラグビーワール

ドカップ2019組織委員会では、公認チームキャンプ地の皆様と連携して、大会に向けて、万全の準備を整え

たいと思います。 

 大会までいよいよあと200日を切りました。開催都市、公認チームキャンプ地を含む関係者の皆様とともに、 

日本全体で大会に向けた機運を醸成し、アジア初のラグビーワールドカップを成功させたいと思います。 

 

 

 

リリース 2019-05 

ラグビーワールドカップ 2019™日本大会 

「公認チームキャンプ地」決定のお知らせ 
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公認チームキャンプ地について   

 

 １ 決勝トーナメントの公認チームキャンプ地 

   決勝トーナメントへ進出したチームは、下記の公認チームキャンプ地を使用します。 

   *1  東京都は３件の公認チームキャンプ地のうち、２件を使用（東京都B、東京都C：P４参照） 

*2  「大分県・大分市」は決勝トーナメント用に新たに準備をした公認チームキャンプ地 

 

 

２ 公認チームキャンプ地選定プロセス 

    ２０１６年５月２４日            公認チームキャンプ地選定プロセス発表 

    ２０１６年８月１日～１２月２２日   公認チームキャンプ地選定プロセスへの応募受付期間 

    ２０１７年１月１１日            公認チームキャンプ地応募状況発表       

     

（２０１７年                  ワールドラグビー及び組織委員会による調査   

～                     組織委員会による追加施設等の確保 

             ２０１８年）          大会参加チームによる視察 

  

    ２０１８年４月２０日            公認チームキャンプ地内定状況発表 

    ２０１９年３月１１日            公認チームキャンプ地決定状況発表 

 

２０１７年１月１１日 応募状況発表 ７６件（９０自治体）   

２０１８年４月２０日 内定状況発表 ５２件（５９自治体）  ※プール戦のみ 

２０１９年３月１１日 決定状況発表 ５５件（６１自治体） 
※プール戦及び 

 決勝トーナメント 

  

所在地 自 治 体 

千葉県 浦安市 

東京都 東京都（２）*1、府中市 

大分県 大分県・別府市、大分市、別府市、大分県・大分市*2 
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※１ 複数の自治体の場合は、代表自治体・共同自治体の順で記載。 

※２ ◎は、決勝トーナメントでも使用するもの。「大分県・大分市」は決勝トーナメントのみ使用 

※３ 小田原市、鹿児島市は、チームの移動スケジュール等の都合により、公認チームキャンプ地として新たに決定 

    したもの（滞在チームはP４参照） 

※４ ( )内の数字はキャンプ地件数。 

※５ チームが公認チームキャンプ地前に入る事前チームキャンプ地については、各自治体と各チームが公認チーム

キャンプ地とは別に調整しています。 

所在地 自 治 体（5５件６１自治体） 

北海道 北海道・江別市、札幌市(3)、網走市 

岩手県 岩手県・釜石市、岩手県・宮古市、盛岡市、北上市 

山形県 山形県・山形市・天童市 

福島県 福島県 

埼玉県 埼玉県・熊谷市(2)、さいたま市 

千葉県 市原市、◎浦安市 

東京都 ◎東京都(3)*うち 2件を決勝トーナメントで使用、武蔵野市、◎府中市、町田市 

神奈川県 横浜市、海老名市、小田原市 

山梨県 富士吉田市・富士河口湖町 

静岡県 静岡市、浜松市、掛川市・磐田市、御前崎市 

愛知県 名古屋市、一宮市、豊田市 

滋賀県 大津市 

大阪府 大阪府・東大阪市、堺市 

兵庫県 神戸市・兵庫県、神戸市、淡路市・兵庫県 

和歌山県 和歌山県・上富田町 

山口県 長門市 

福岡県 福岡県・福岡市、北九州市、春日市 

長崎県 長崎県・長崎市、長崎県・島原市 

熊本県 熊本県・熊本市(2) 

大分県 ◎大分県・別府市、◎大分市、◎別府市、◎大分県・大分市 

宮崎県 宮崎県・宮崎市 

鹿児島県 鹿児島市 

沖縄県 読谷村 

公認チームキャンプ地に決定した自治体（所在地別）

 

 
未定稿 
取扱注意 
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＊春日市は、フランス代表チームのスケジュールにより、公認チームキャンプ地として使用することになったもの 

東京都Ｂは、オーストラリア代表チームのスケジュールにより、公認チームキャンプ地として使用することになったもの 

プール チーム名 自 治 体 

A 

アイルランド 市原市、横浜市、掛川市・磐田市、神戸市、春日市 

スコットランド 東京都 A、横浜市、浜松市、神戸市・兵庫県、長崎県・長崎市 

日本 東京都 B、東京都 C、浜松市 

ロシア 
さいたま市、埼玉県・熊谷市 A、武蔵野市、海老名市、掛川市・磐田市、 

淡路市・兵庫県 

サモア 
山形県・山形市・天童市、埼玉県・熊谷市 B、名古屋市、淡路市・兵庫県、 

福岡県・福岡市 

B 

ニュージーランド 浦安市、東京都 C、一宮市、別府市 

南アフリカ 浦安市、御前崎市、一宮市、神戸市、鹿児島市 

イタリア 静岡市、豊田市、堺市、福岡県・福岡市 

ナミビア 
岩手県・宮古市、盛岡市、町田市、豊田市、 

大阪府・東大阪市、和歌山県・上富田町 

カナダ 岩手県・釜石市、神戸市・兵庫県、長門市、春日市、大分県・別府市 

C 

イングランド 札幌市 A、府中市、東京都 C、神戸市、宮崎県・宮崎市 

フランス 府中市、東京都 A、富士吉田市・富士河口湖町、春日市＊、熊本県・熊本市 A 

アルゼンチン 福島県、埼玉県・熊谷市 A、東京都 B、大阪府・東大阪市 

アメリカ 埼玉県・熊谷市 B、堺市、福岡県・福岡市、読谷村 

トンガ 
札幌市 B、埼玉県・熊谷市 B、大阪府・東大阪市、堺市、長崎県・島原市、熊

本県・熊本市 B 

D 

オーストラリア 
北海道・江別市、浦安市、小田原市、東京都Ｂ＊、東京都 C、掛川市・磐田市、

別府市 

ウェールズ 東京都 B、豊田市、大津市、北九州市、熊本県・熊本市 A、別府市 

ジョージア 埼玉県・熊谷市 B、御前崎市、名古屋市、堺市 

フィジー 札幌市 C、網走市、岩手県・宮古市、大津市、大阪府・東大阪市、大分市 

ウルグアイ 岩手県・釜石市、北上市、埼玉県・熊谷市 A、熊本県・熊本市 B、大分市 

公認チームキャンプ地に決定した自治体（チーム別）※プール戦 
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出場チームの写真データの提供について 
 

 下記ダウンロードサイトにより、出場チームの写真データをダウンロードできます。 
 １チーム各１枚になります。使用にあたってのクレジットは不要です。 
報道目的で使用できるものです。ぜひとも、各報道でご利用ください。 
各サイトには、ダウンロードできる回数に制限がありますので、複数のサイトをご提供しています。 
どのサイトでもダウンロードできるデータは同じです。多くの方がダウンロードできますよう、ダウンロード
は1人1回でお願いいたします。※ダウンロード期限：2019年3月18日午前9時00分 

 
ダウンロードサイト① 
< https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264379-804fc1f6-8597-
4427-952a-ed0a3554b0b2>  

ダウンロードパスワード: Qn49eCAsy^?z 

 

ダウンロードサイト② 
< https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264462-3b32e232-65d1-
4f6b-8277-e36ee6638975>  

ダウンロードパスワード: Eh2EH=HWjVy% 

 

ダウンロードサイト③ 
< https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264522-dedb609e-5b21-
45ba-b149-988264882bce>  

ダウンロードパスワード: MVNbpMsW?98+ 

 

ダウンロードサイト④ 
< https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264580-a62af779-0b5b-
4fb6-b468-de6bca6280fc>  

ダウンロードパスワード: WyQ25R^7^8za 

 

ダウンロードサイト⑤ 
< https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264641-20c1c1ea-8c9d-
4b78-a977-42e2d0442aae>  

ダウンロードパスワード: UzVyN5&7YcGC 

https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264379-804fc1f6-8597-4427-952a-ed0a3554b0b2
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264379-804fc1f6-8597-4427-952a-ed0a3554b0b2
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264462-3b32e232-65d1-4f6b-8277-e36ee6638975
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264462-3b32e232-65d1-4f6b-8277-e36ee6638975
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264522-dedb609e-5b21-45ba-b149-988264882bce
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264522-dedb609e-5b21-45ba-b149-988264882bce
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264580-a62af779-0b5b-4fb6-b468-de6bca6280fc
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264580-a62af779-0b5b-4fb6-b468-de6bca6280fc
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264641-20c1c1ea-8c9d-4b78-a977-42e2d0442aae
https://upload.hdedrive.com/ui/japanrugby2019.or.jp/dl/SB1552264641-20c1c1ea-8c9d-4b78-a977-42e2d0442aae
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