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10月 27日（土）に日産スタジアム（横浜国際総合競技場）で開催される「キヤノン ブ

レディスローカップ 2018」（ニュージーランド代表 対 オーストラリア代表）にあわせ
て、新横浜駅周辺及び日産スタジアム周辺で、ステージやラグビー体験等のイベント「横
浜ラグビーフェスタ」を開催します。また試合にあわせて、新横浜駅・小机駅から日産
スタジアムまでバナー等によりシティドレッシング（都市装飾）を行い、街全体でブレ
ディスローカップを盛り上げ、観戦にいらしたお客様をおもてなします。 
さらに、ブレディスローカップに関連して 10 月 26 日（金）から 29 日（月）まで、

ニュージーランド、オーストラリアの子どもたちが来日し、日本の子どもたちと、ラグ
ビーを中心に交流する「日新豪少年少女ラグビー交流フェスティバル」を実施します。 
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キヤノン ブレディスローカップ 2018にあわせてイベント開催！ 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

10月 27日は新横浜で、地球最強ラグビーを体感しよう！ 
 
 
 

１ 横浜ラグビーフェスタ 

（１）開催時間・場所 

・新横浜駅前ゾーン 

（新横浜駅北口西側広場） 

10:30～18:00 

・日産スタジアム周辺ゾーン 

（西ゲート橋） 

11:00～15:00 

（３）概要 

・ステージイベント 

・ラグビー体験コーナー 

（ラグビー10 種目チャレンジ） 

・ラグビー縁日 

・各種 PR ブース 

２ シティドレッシング 

（１）掲出期間 

10 月 18 日（木）～27 日（土） 

（２）掲出場所 

・新横浜駅交通広場 

・新横浜エリア 

・小机エリア 

・日産スタジアム周辺 

（３）掲出枚数 

約 400 枚 

（４）掲出物 

・街灯バナーフラッグ 

・大型バナー 

３ 日新豪少年少女ラグビー 

交流フェスティバル 

（１）日程 

10 月 26 日（金）～29 日（月） 

（２）内容 

○日新豪親善交流試合【10 月

27 日（土）12:00-14:00 、日産

フィールド小机】 

○元代表選手によるラグビーク

リニック【10/28（日）、YC&AC】 

○その他、日本文化体験・横浜

観光等を実施予定 

秋のラグビー 

キャンペーン 

第２弾！ 

 

日産スタジアム 
（横浜国際総合競技場） 

日産フィールド 
小机 

新横浜駅 

小机駅 



 

 
 
(1)日程：10月 27日（土） 
(2)場所・時間・内容等 

 新横浜駅前ゾーン 日産スタジアム周辺ゾーン 
場所 新横浜駅北口西側広場 日産スタジアム西ゲート橋 

開催時間 10:30～18:00 
※ステージは 10:30スタート 
※その他は 11:00スタート 

11:00～15:00 

開催内容 
 

 
■ラグビー10種目チャレンジ 
（前半 5種目） 
タックルチャレンジ、スローインチ
ャレンジ、フリーキックチャレン
ジ、10mラン、10mジグザグラン 

 
■ステージイベント[10:30-14:30] 
・FMヨコハマ「だめラジオ」公開収
録[13:00-14:30] 

MC：トミタ栞さん 
ゲスト： 
コアラモード. 
ふかわりょうさん ほか 

・TVK「猫のひたいほどワイド」公開
収録[11:00-12:00] 

・太鼓・お囃子など 
■フォトスポット 
ラグビー日本代表等身大パネル、な

りきり日本代表 
■各種 PRブース 
■ラグビーエクスピリエンス 

 
■ラグビー10種目チャレンジ 
（後半 5種目） 
立ち幅跳び測定、反復横跳び測 
定、握力測定、背筋力測定、垂 
直跳び測定 

 
 
■ラグビー縁日 
ラグビーボールすくい 
ラグビー射的 
ラグビーボウリング 
ラグビーリフティング 

■各種 PRブース 
■キッチンカー 

(3)両ゾーンをつなぐ取組 
ア 重ね押しスタンプラリー 

両ゾーンに設置されている特製スタンプを 5か所 
重ねて押していくと、1枚の絵が浮かび上がるユニーク 
なスタンプラリーを実施します。 
出てくる絵柄は、参加してみてのお楽しみです。 
※右図はスタンプラリー台紙。ここに 5つのスタンプ 
を浮世絵のように押していきます。 
※スタンプラリーのポイントは、それぞれのゾーンに 
合計 5か所配置しています。 
 

イ ラグビー10種目チャレンジ達成者プレゼント 
両ゾーンで行われている「ラグビー10種目チャレ 

ンジ」をすべて行い、コンプリートした方には先着 
1,000名様に特製カレンダーをプレゼントします。 

 
  

１ 横浜ラグビーフェスタ 
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最寄り駅である新横浜駅・小机駅から日産スタジアム（横浜国際総合競技場）までの

道のりに、街頭フラッグバナー等を掲出することにより、街全体を盛り上げます。 
＜新横浜駅交通広場＞ 
 大型バナーフラッグ・柱巻広告に加え、キヤノン（株）のご協力のもと、ガラス面へ
も装飾し、スタジアムの玄関口となる新横浜駅を華やかな雰囲気に盛り上げます。 
 〇 期間：10月 21日（日）～27日（土） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜街灯フラッグバナー等＞ 
○ 期間：10月 18日（木）～27日（土） 
○ 総数：約 400枚（街灯フラッグバナー、スイングバナーの総数） 
○ 場所：新横浜駅、小机駅から日産スタジアムまでの道 

日産スタジアム西ゲート橋、その他日産スタジアム周辺 
○ デザイン 

ニュージーランド代表・オーストラ
リア代表の選手たちの迫力あるプレ
ーのバナーフラッグを掲出し、会場に
向かいながら、試合への期待感を高め
ていけるような装飾を実施します。 

 
 

 
 
 
 
 

【参考】キヤノン ブレディスローカップ概要 
(1) 大会概要 
ア 日時：10月27日（土）15:00キックオフ 
イ 会場：日産スタジアム（横浜国際総合競技場） 
ウ 対戦カード：ニュージーランド代表対オーストラリア代表 
エ 大会概要： 
ブレディスローカップとは、人類究極の才能を持つオール 

ブラックス（ニュージーランド代表）と戦術で世界を席巻 
してきたワラビーズ（オーストラリア代表）との間で 
80年以上にわたり定期的に行われている国際マッチです。 
日本では９年ぶり２度目の開催となるこの試合は、ラグビーワールドカップ 2015TMの決

勝カードでもあり、両国の誇りをかけた白熱した戦いが繰り広げられます。  

 

２ シティドレッシング 

(スイングバナー）   （街灯バナーフラッグ）  



 

 
 
 
 ブレディスローカップにあわせて、ニュージーランド・オーストラリア両国から 12歳
以下の子どもたちを招き、県内及び市内のラグビースクールとの子どもたちと交流試合
等を実施します。 
 また、10月 27日の交流試合の後には、３か国一緒にブレディスローカップの観戦し、
ラグビーを通した日本・ニュージーランド・オーストラリアの３か国の子どもたちの国
際交流を進めます。 
 ● 参加チーム 

 チーム名（クラブ名） 
ニュージーランド Glenmark-Cheviot Rugby Football Club 

（ｸﾞﾚﾝﾏｰｸ･ｼｪｳﾞｨｵｯﾄ ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 
オーストラリア Lindfield Junior Rugby Club（ﾘﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ） 
日本 【27日】グリーンクラブラグビースクール、田園ラグビースクール、 

横浜ラグビースクール、横浜 YCラグビースクール 
【28日】上記4チームに加え、県内ラグビースクールの参加あり。 

 ● スケジュール 
日程 時間 イベント内容 会場 

10/26(金) 終日 公文国際学園にて生徒と国際交流 公文国際学園 
(横浜市戸塚区小雀町777) 

10/27(土) 12：10 
～13：40 

日新豪３か国交流試合 日産フィールド小机 

15：00 
～17：00 

ブレディスローカップ観戦 日産スタジアム 

10/28(日) 9：00 
～12：10 

ラグビー交流試合 横浜カントリー・アンド・
アスレティック・クラブ 
(ＹＣ＆ＡＣ) 
(横浜市中区矢口台11-1) 

14：00 
～15：30 

ラグビークリニック 

10/29(月) 午前 公文国際学園にて生徒と国際交流 公文国際学園 
午後 横浜観光 横浜市内 

 ● 主催：(公財)日本ラグビーフットボール協会、関東ラグビーフットボール協会、 
      神奈川県ラグビーフットボール協会 
 ● 共催：神奈川県、横浜市 
 ※ 取材いただける場合は、恐れ入りますが、お問い合わせ先まで事前にご連絡くだ

さるようお願いいたします（日産スタジアム内の取材は、事前に（公財）日本ラグ
ビーフットボール協会広報部（03-3401-3321）へ取材申請が必要になります）。 

 
 【参考】昨年の日豪少年少女ラグビー交流フェスティバルの様子 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

お問合せ先 

市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 推進課担当課長  畠山 久子 Tel 045-671-3201 

３ 【関連イベント】 
オージービーフで元気！日新豪少年少女ラグビー交流フェスティバル 


