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平成 29 年５月 10 日
市民局ラグビーワールド
カップ・オリンピック・
パラリンピック推進課

ラグビーワールドカップ 2019™プール組分け抽選会に
林文子横浜市長がプレゼンターとして出席します！
～

林市長がラグビーワールドカップ 2019 開催自治体協議会の会長に就任

～

本日、京都にて開催されたラグビーワールドカップ 2019 開催自治体協議会（※）に
おいて、横浜市長が新会長に選任されました。
横浜市長の会長就任のコメントは次のとおりです。
【新会長に就任したことに関する林市長コメント】
本日、開催自治体協議会の会長に就任しました。アジアで初となるラグビーワールド
カップの成功に向けて、全国 19 の開催自治体で相互に協力し、また日本政府、
組織委員会としっかりと連携して、盛り上げていく決意です。
大会開催まで残すところ２年余り、各開催自治体における準備を着実に進め、大会の
成功に寄与していきます。また、世界の注目が集まるこの機を捉え、スポーツの力で
日本全国に活力がいきわたるよう、開催自治体が一丸となって力を尽くしてまいります。
※ 本大会に向けて、開催自治体が相互に連携、および協力することにより、その準備を円滑に
進め、大会を成功させることを目的に平成 27 年７月に設立された団体で、19 開催自治体で構成。

■

ラグビーワールドカップ 2019™組分け抽選会に林市長がプレゼンターとして出席
開催自治体協議会会長に就任したことにより、本日 17 時に京都迎賓館にて開催
されるラグビーワールドカップ 2019™プール組分け抽選会に、プレゼンター（抽選者）
として抽選に参加します。
このプール組分け抽選会は、本大会の決勝トーナメントに進むためのプール戦の
各チームを決定する、本大会のキックオフイベントとも言える注目度の高いイベント
であり、全世界に生中継されます。
（日本では J SPORTS で 16 時 50 分から無料放送予定）
また 、この抽選会 と併せ て、より多くの方にご覧いただき、本大会を楽しん で
いただけ るよう 、横 浜そごう 地下２階入口前にて 16 時 50 分から、 パブリック
ビューイングを実施します。
＜添付資料＞
・ ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会記者発表資料
・ ５月１日記者発表資料 「ラグビーワールドカップ 2019™組分け抽選会の
パブリックビューイングを開催します！」

お問合せ先

市民局ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピック推進課担当課長 熊坂 俊博 Tel 045-671-3629
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公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会
〒107-0061 東京都港区北青山 2-8-35
TEL:03-5771-2019

FAX:03-5771-2018

＜問い合わせ＞広報担当：柳沼、坪田
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ラグビーワールドカップ2019開催自治体協議会
開催の結果報告について
ラグビーワールドカップ2019 TMの19開催自治体で構成される「ラグビーワールドカップ2019開催自治体
協議会」が本日5月10日（水）開催されましたので、その結果についてお知らせいたします。
－記－
◆議事内容
（１）会長の選任
空席となっていた会長職に新たに林文子横浜市長が選任された。
（２）「ラグビーワールドカップ 2019 TM 開催に係る支援について」（要望）の決定
ラグビーワールドカップ2019を成功させるため、昨年に引き続き国に対して支援を求める要望
書を提出することを決定した。
＜支援を求める内容＞
① 施設整備等に対する財政支援
② 大会開催経費に対する特別交付税措置等
③ 大会機運醸成とラグビーの普及啓発・競技力向上
④ 交通の確保・安全な開催
⑤ 海外からの誘客促進
⑥ 震災からの復旧・復興

■ラグビーワールドカップ2019開催自治体協議会 新会長 林 文子（はやし ふみこ）横浜市長コメント
本日、開催自治体協議会の会長に就任しました。アジアで初となるラグビーワールドカップの成功に
向けて、全国19の開催自治体で相互に協力し、また日本政府、組織委員会としっかりと連携して、
盛り上げていく決意です。
大会開催まで残すところ２年余り、各開催自治体における準備を着実に進め、大会の成功に寄
与していきます。また、世界の注目が集まるこの機を捉え、スポーツの力で日本全国に活力がいきわた
るよう、開催自治体が一丸となって力を尽くしてまいります。
■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
2019年の日本大会は、初めてアジアで開催されるラグビーワールドカップです。誰も経験したことの
ない歴史に残る祭典にする為にも、林新会長と共に開催自治体、そして日本政府と連携し、大会を
盛り上げていきたいと思います。世界中から訪れる熱心なラグビーファンのみならず、多くの方々に心か
ら素晴らしいと思っていただける大会にするよう、これからも努力を続けて参ります。
※なお、本日17時から行われるプール組分け抽選会において、この開催自治体協議
会会長の林文子横浜市長が、開催自治体代表としてプレゼンターを務めます。
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公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会
〒107-0061 東京都港区北青山 2-8-35
TEL:03-5771-2019

FAX:03-5771-2018

＜問い合わせ＞広報担当：柳沼、坪田

＜参考＞ラグビーワールドカップ2019開催自治体協議会

ラグビーワールドカップ2019に向けて、開催自治体が相互に連携及び協力することにより、その準備を
円滑に進め、大会を成功させることを目的に2015年７月に設立。
構成員（2017年5月10日現在）
会
長 横浜市長
林 文子
会長代行 大分県知事
広瀬 勝貞
幹 事 長 福岡県知事
小川 洋
札幌市長
秋元 克広
岩手県知事
達増 拓也
釜石市長
野田 武則
埼玉県知事
上田 清司
熊谷市長
富岡 清
東京都知事
小池 百合子
神奈川県知事 黒岩 祐治
静岡県知事
川勝 平太
愛知県知事
大村 秀章
豊田市長
太田 稔彦
大阪府知事
松井 一郎
東大阪市長
野田 義和
神戸市長
久元 喜造
福岡市長
髙島 宗一郎
熊本県知事
蒲島 郁夫
熊本市長
大西 一史
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平成 29 年５月１日
市民局ラグビーワールド
カップ・オリンピック・
パラリンピック推進課

ラグビーワールドカップ 2019TM

組分け抽選会のパブリックビューイングを開催します！
2019 年９月に開催されるラグビーワールドカップ 2019TM のプール組分け抽選会が
京都市で開催されます。
この抽選会は、世界中のラグビーファン、チーム、関係者が心待ちにしているだけで
なく、ラグビーワールドカップ 2019

TM

のキックオフイベントともいえる注目度の高い

イベントです。
そこで、より多くの方にご覧いただき、ラグビーワールドカップ 2019TM を楽しんで
いただけるようパブリックビューイングを開催します。
ぜひ、パブリックビューイング会場に足を運んでいただき、横浜からラグビーを盛り
上げていきましょう！
１

日時
平成 29 年５月 10 日（水）16:50 ～ 18:30

２

場所
新都市プラザ（横浜そごう地下２階入口前）
そごう正面玄関

横浜駅地下２階
モニター

３

取材について
当日、直接会場にお越しください。
お問合せ先

市民局ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピック推進課担当課長 熊坂 俊博 Tel 045-671-3629
本件につきましては、神奈川県と同時に記者発表を行います。

裏面あり

組分け抽選会について
組分け抽選会とは…
ラグビーワールドカップ決勝トーナメントに進むためのプール戦の各チームを決定する抽選会。
抽選会当日のランキングをもとに、参加 20 チームを５つのグループ（バンド）に分け、この５つ
のバンドの各チームを抽選によって４つのプールに振り分けます。

今回の組分け抽選会の特色…
組分け抽選会が、「ヨーロッパ以外」「ラグビー
伝統国」以外で開催されるのは史上初となります。
会場は、京都市にある京都迎賓館で、ワールド
ラグビー会長や各出場チームを含めたラグビー関係者
のほか、関係省庁や開催自治体関係者など、約 200 名
が見守る中、開催されます。
あわせて、全世界に向け、テレビ、ラジオ、
インターネットにて生中継される予定です。

ラグビーワールドカップ 2015TM
プール組分け抽選会の様子
TM © Rugby World Cup Limited 2015

抽選システムについて
5 月 10 日時点の世界ランキングをもとに出場国を上位から「４チームずつ」
「５つのグループ
（バンド）」に分けます 。
プレゼンター（抽選者）は１人一つのバンドを受け持ち、下位チーム（バンド５）から順に、
抽選を開始します。プレゼンターは、目の前にあるポッドの中に入っている４つのカプセルを、
一つずつ取り上げ、中に入っている国名を読み上げます。
最初に読み上げられた国がプール（予選グループ）Ａに、２番目の国がプールＢ、３番目が
プールＣ、最後がプールＤに振り分けられます。これを 5 人が繰り返すことで、ひとつのプール
に５チームが振り分けられ、予選グループ分けが確定します。
～参加チーム（国・地域）～
●前回大会上位 12 チーム（予選免除：ラグビーワールドカップ 2019TM 出場権獲得済）
ニュージーランド、イングランド、オーストラリア、アイルランド、スコットランド
フランス、南アフリカ、ウェールズ、アルゼンチン、日本、ジョージア、イタリア
●現在予選中の国・地域 ８チーム
ヨーロッパ地区１枠、オセアニア地区２枠、ヨーロッパ・オセアニアプレーオフ１枠、アメリカ地区２枠、
アフリカ地区１枠、敗者復活最終予選１枠（各地区敗者及びアジア・オセアニア地区代表）

