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戦 績

2012年 トップリーグ昇格 11位

2015年 トップリーグ6位

2021年 トップリーグベスト8 (5位タイ）

横浜キヤノンイーグルスの歩み

2008

キヤノン
ラグビー同好会

創部

20221980 2012 2019 20212010

本格強化開始 1部リーグへ ホストエリア横浜

チーム紹介



横浜をホストエリアにした理由

①日本ラグビー発祥の地 “横浜”

②ワールドカップ2019決勝の地 “横浜”

雑誌に掲載されたイラスト 発祥の地 記念碑

チーム紹介



イーグルスの主な選手
チーム紹介

ラグビー日本代表

田村 優 庭井 祐輔 松井 千士

東京2020 ７人制ラグビー日本代表主将

7人制ラグビー日本代表

中川 和真

荒井 康植

アマナキ・レレイ・マフィ リアキ・モリ 梶村 祐介

ジェシー クリエル

南アフリカ代表

コリー ヒル

ウェールズ代表



 地域貢献活動

①タグラグビー教室

➁ラグビーアカデミー

③神奈川県ミニラグビーファイナルカップ

④イーグルスカップ 小学生ラグビー大会
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①タグラグビー教室 (訪問校）

①7 月 7日 瀬谷さくら小学校・瀬谷区

②10月13日 洋光台第三小学校・磯子区

③10月26日 川上北小学校・戸塚区

④10月29日 獅子ヶ谷小学校・鶴見区

⑤11月 4日 永田小学校・南区

⑥11月12日 東山田小学校・都筑区

⑦11月15日 上飯田小学校・泉区

⑧11月19日 篠原西小学校・港北区

⑨11月22日 今井小学校・保土ヶ谷

横浜市18区18校

⑩11月24日 間門小学校・中区

⑪11月26日 すずかけ小学校・港南区

⑫11月29日 桂小学校・青葉区

⑬12月 2日 西前小学校・西区

⑭12月 6日 庄戸小学校・栄区

⑮12月 7日 三保小学校・緑区

⑯12月10日 川井小学校・旭区

⑰12月14日 白幡小学校・神奈川区

⑱12月20日 釜利谷東小学校・金沢区

地域貢献活動



8

①タグラグビー教室 （タグラグビーとは）

タックルの代わりに腰につけたタグをとるラグビーボールゲーム

地域貢献活動
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①タグラグビー教室 （流れ）

1時限目 講演

2時限目 実技

• イーグルスの紹介

• ラグビーについて

• 生徒へのメッセージ

• ボールを使ったゲーム

• タグを使ったゲーム

• タグラグビー

地域貢献活動
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南区
永田小学校より

①タグラグビー教室 （生徒からのメッセージ）

地域貢献活動



②ラグビーアカデミー （町田）

第1期生 合計81名

・小学生クラス：35名 （5年生:16名、6年生:19名）

・中学生クラス：46名 （1年生:27名、2年生:11名、3年生:8名）

チームトークを重要視 真剣なまなざしの子供たち

小学生クラス

中学生クラス

地域貢献活動



②ラグビーアカデミー 理念

「共 生」

チームの成功を自分の喜びにできる子どもを育てます

(ご参考） 共生とは
キヤノンの企業理念であり、文化、習慣、言語、民族などの違いを問わず、すべての人類が
末永く共に生き、共に働き、幸せに暮らしていける社会をめざします。

• 自らの考えを発信できる
• 相手の立場に立って考えられる
• 様々な個性・考え方を尊重できる
• 仲間と協力し、お互いを高めあう
• 健康な心と身体をもつ

• 問いかけから始め、考えさせる
• 意欲的に活動する環境を作る
• コーチ自身も学び続ける

地域貢献活動



②ラグビーアカデミー （横浜）

女子の参加もありました

小学生クラス（第一回）

初対面とは思えないチームワークを発揮

• 今年2回の体験会を実施

・ 7月16日（金） ＠中区 YCACグラウンド （小学生31名、中学生19名）

・ 10月28日（木） ＠青葉区 谷本公園 （小学生23名、中学生19名）

• 来年4月に横浜での通年開校を予定

中学生クラス（第二回）

地域貢献活動
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③神奈川県ミニラグビーファイナルカップ

小学6年生を対象にミニラグビーの集大成として開催される大会。

横浜キヤノンイーグルスはスポンサーとなり、大会を支援している。

地域貢献活動



④イーグルスカップ 小学生ラグビー大会

最後は皆で集合写真大人顔負けのプレーも！トロフィーを目指して！ 憧れの選手と夢の時間

• 地元のラグビースクールを招待し優勝を決める大会。

• 対象を小学校1～6年生とし、毎年開催をしている。

• 2021年からは横浜市のラグビースクールも加わった。

（コロナの影響により中止）

地域貢献活動



選手のセカンドキャリア
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イーグルス選手の構成

社
員
選
手

・ 社員選手22名

・ プロ選手26名

（日本人14名、外国人12名）

セカンドキャリア



社員選手のスケジュール
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【週間】

【年間】

月 火 水 木 金 土 日

勤
務

練
習

勤
務

練
習

練
習

練
習
試
合

オ
フ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ジャパンラグビー リーグワン
（公 式 戦）

オフ期間
（社業専念）

練習再開
（身体作り）

練習本格化
（練習試合等）

2021年12月13日週

2022年予定

セカンドキャリア



社員選手の自覚と職場の理解
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セカンドキャリア



選手のセカンドキャリア紹介
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22歳 30歳前半 60歳

トップ
プレーヤー

社業に専念

別のチームへ移籍

社業継続

指導者への道
・大学ラグビー部
・プロコーチ

小・中・高・大
ラグビー

入団 退団

A

B

C

セカンドキャリア



OB社員選手の活躍 A）社業に専念

橋野皓介さん

2010年 キヤノン株式会社入社 （カメラ事業部門に配属）

イーグルス入団

2013年 ラグビーワールドカップセブンズ2013出場（7人制日本代表）

2018年 ラグビーワールドカップセブンズ2018出場（7人制日本代表）

2021年 退団 イーグルス・アスリートクラブ推進センターへ異動

2022年 母校である同志社大学ラグビー部にコーチとして就任予定

21

セカンドキャリア

ハシノ コウスケ
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OB社員選手の活躍 A）社業に専念

向山裕人さん

2007年 キヤノン入社（総務部門に配属）

イーグルス入団

2012年 イーグルス退団

人事部 技術系大卒採用担当

2016年 小杉事業所へ異動 総務系業務

2017年 裾野事業所へ異動 総務系業務

2018年 全社のセキュリティ強化に従事

2021年 専任主任に昇格

セカンドキャリア

ムコウヤマ ヒロト



OB社員選手の活躍 A）社業に専念

甲斐洋充さん

2009年 キヤノン入社（人事部門に配属）

イーグルス入団

2013年 イーグルス退団

社内ファシリティ部門で電話交換機の統合

2014年 アジアトレーニー制度の部門推薦に合格（全社で５名の狭き枠）

2015年 トレーニーとして中国に駐在

2017年 トレーニー終了後 北京事務所移転プロジェクト参画

2021年 本社に帰任

23

セカンドキャリア

カイ ヒロミツ
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社員OB選手の活躍 B）別のチームへ移籍

菅原崇聖さん

2012年 キヤノン入社（R&D部門に配属）

イーグルス入団

2019年 イーグルス退団

キヤノンのデジタルビジネスプラットフォームの統括部門で

プロジェクト管理業務に従事しながら、

清水建設江東ブルーシャークスのラグビー部で

平日夜、土曜日にラグビーを継続中

セカンドキャリア

スガワラ タカトシ
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プロOB選手の活躍

野口裕也さん

2005年 三洋電機（現パナソニック）入団

2016年 イーグルスにプロ選手として移籍

2019年 イーグルスを退団

2020年 大東文化大学ラグビー部 BKコーチ就任

2022年 イーグルスアカデミー コーチ就任予定

セカンドキャリア

ノグチ ユウヤ



開幕に向けて
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開幕に向けて



ジャパンラグビーリーグワン 2022 試合日程

開幕に向けて





ご清聴ありがとうございました


