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ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017シーズン 

大会概要および日程決定のお知らせ 
～福井県でトップリーグ初開催／開幕戦はパナソニック ワイルドナイツ対ヤマハ発動機ジュビロ～ 

日本ラグビーの最高峰リーグ「ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017 シーズン」の大会概要および日程が決定いたしました 

ので、お知らせいたします。 

 8 月 26 日（金）～1 月 14 日（土）の日程で、「ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017」を開催いたします。開幕戦は、8 月 26 日（金）

に、秩父宮ラグビー場にてパナソニック ワイルドナイツ対ヤマハ発動機ジュビロの試合を行います。今シーズンは、16 チーム総当た

りのリーグ戦にて年間の優勝チームを決定する大会方式に変更となり、シーズンを通した総合力が試されることになります。 

また、今シーズンは初開催となる福井県を含む全国 33 都道府県、計 47 会場という歴代最多の開催県、会場数にて開催し、これま

で以上に広くトップリーグの熱い戦いを全国に届けてまいります。 
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■ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017 

 ●リーグ戦   2016 年 8 月 26 日（金）～2017 年 1 月 14 日（土） 

 

●公式行事  

  新人研修会 7 月 6 日（水）＜予定＞ 

  プレスカンファレンス 8 月 22 日（月）＜予定＞ 

  年間表彰式 1 月中旬＜予定＞ 

 

■トピックス 

 ●福井県で初開催 

●開催都道府県数 33＜歴代最多数／2 位は 2014-2015 の 32＞  

開催会場数 47＜歴代最多数／2 位は 2014-2015 の 41＞ 

 ●ラグビーワールドカップ 2019 開催 12 都市での開催 

 

 

 

 

 

 

リリース１６－●●● 

スーパーラグビー（～7 月） 

 8/26（金）～1/14（土）リーグ戦 

プレスカンファレンス 8/22（月） 

 

年間表彰式 1 月中旬＜予定＞ 
新人研修会 7 月 6 日（水） 

リポビタン Dチャレンジ2016（6/18、6/25） 

リオ五輪（女子:8/6～8、男子:8/9～11） 

8） 



 

 

 

ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017 大会概要 

 

■主    催 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会／ジャパンラグビー トップリーグ 

 

■主    管 関東ラグビーフットボール協会 

  関西ラグビーフットボール協会 

  九州ラグビーフットボール協会 

  開催地都道府県ラグビーフットボール協会 

 

■参加チーム数 16 チーム 

 

■競技規則 当該年度のワールドラグビー競技規則に従って実施される 

 

■大会方式 全 16 チームによる総当たりリーグ戦（全 120 試合／各チーム 15 試合） 

   

■試合数 全 120 試合 

   

■順位決定の方法  

  ※決定次第発表いたします 

   

■降格／昇格／入替戦 

   【降格】  

  トップリーグの最終順位が 16 位のチームは、各チームの所属する地域リーグ 

  （トップイーストディビジョン 1／トップウェスト A／トップキュウシュウ A）に自動降格となる。 

   【昇格】 

  トップイーストディビジョン 1／トップウェスト A／トップキュウシュウ A のそれぞれ 1 位のチーム

  とトップチャレンジ 2（各下部リーグ 2 位の総当たり戦）の１位のチーム(計 4 チーム)は、総当た

  りで「トップチャレンジシリーズ 1」を行い、１位のチームがトップリーグ自動昇格となる。 

   【入替戦】  

  トップリーグの最終順位が 13～15 位のチームは、「トップチャレンジ 1」の 2～4 位チームと入替

  戦を行う。 

   （1）トップリーグ 13 位×トップチャレンジ 1 の 4 位 

   （2）トップリーグ 14 位×トップチャレンジ 1 の 3 位 

   （3）トップリーグ 15 位×トップチャレンジ 1 の 2 位 

  ※入替戦で同点の場合には、トップリーグ所属チームがトップリーグ残留となる。 

   

■表彰   【チーム表彰】 

ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017 の順位によりそれぞれ次のとおり表彰し記念品を

授与。 

① 優勝: トップリーグ杯、チャンピオンフラッグ 

② 準優勝: トップリーグ楯 

③ 3 位: トップリーグ楯 

④ フェアプレー・チーム賞: トップリーグ記念品 

（1） イエローカード 1 枚を 3 ポイント、レッドカード 1 枚を 10 ポイントとして反則数に加算

する。 

（2） 出場停止処分を受けたチームは、受賞の対象外とする。  

 

 

 



 

 

 

    【個人表彰】 

    ●トップリーグ個人表彰 

      トップリーグにおいて活躍した個人に対し、次のとおり表彰し記念品を授与する。 

① MVP   

② 得点王  

③ 最多トライゲッター  

④ ベストキッカー  

⑤ ベストフィフティーン 

⑥ ベストホイッスル  

         

【その他表彰】 

    ●マン・オブ・ザ・マッチ 

     リーグ戦全試合において、各試合で最も活躍した選手を当該試合のマッチコミッショナーが

  マン・オブ・ザ・マッチとして選出し、記念品を授与する。 

    ●シーズン個人表彰 

     トップリーグはトップリーグが別途定める方法により、新人賞を選出、またファン投票により

  個人賞を選出し表彰することができる。 

    ●功労者表彰 

     ①トップリーグはトップリーグの活動を通じ日本ラグビーの発展に功労のあった者に対し、記

  念品等を贈呈して表彰を行うことができる。 

②①項の表彰を受ける者は、トップリーグの推薦に基づき選考委員会にて決定する。 

 

■チケット発売日 7 月中旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■ジャパンラグビー トップリーグ 2016-2017 の仕組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

節 開催県 会場

19:30 パナソニック ワイルドナイツ vs ヤマハ発動機ジュビロ 東京 秩父宮

19:30 サントリーサンゴリアス vs 近鉄ライナーズ 大阪 ヤンマー

16:30 リコーブラックラムズ vs NECグリーンロケッツ

19:00 東芝ブレイブルーパス vs クボタスピアーズ

16:30 Honda HEAT vs 宗像サニックスブルース

19:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 豊田自動織機シャトルズ

17:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 兵庫 ユニバ

19:00 コカ・コーラレッドスパークス vs キヤノンイーグルス 熊本 うまスタ

19:30 東芝ブレイブルーパス vs NECグリーンロケッツ 東京 秩父宮

19:30 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs パナソニック ワイルドナイツ 兵庫 ユニバ

19:00 キヤノンイーグルス vs ヤマハ発動機ジュビロ 東京 町田

16:30 サントリーサンゴリアス vs Honda HEAT

19:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs リコーブラックラムズ

16:30 宗像サニックスブルース vs 豊田自動織機シャトルズ

19:00 コカ・コーラレッドスパークス vs 近鉄ライナーズ

9月4日 日 13:00 クボタスピアーズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 北海道 月寒

9月9日 金 19:30 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 東京 秩父宮

16:30 クボタスピアーズ vs 豊田自動織機シャトルズ

19:00 サントリーサンゴリアス vs リコーブラックラムズ

18:00 東芝ブレイブルーパス vs キヤノンイーグルス 神奈川 日産ス

19:00 近鉄ライナーズ vs パナソニック ワイルドナイツ 大阪 万博

19:00 Honda HEAT vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 三重 鈴鹿

18:00 宗像サニックスブルース vs ヤマハ発動機ジュビロ 佐賀 佐賀陸

18:00 コカ・コーラレッドスパークス vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 石川 石川西部

9月16日 金 19:30 キヤノンイーグルス vs リコーブラックラムズ 東京 秩父宮

16:30 NECグリーンロケッツ vs 豊田自動織機シャトルズ

19:00 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

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 近鉄ライナーズ 宮城 ユアスタ

19:00 クボタスピアーズ vs Honda HEAT 大阪 万博

18:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs 東芝ブレイブルーパス 静岡 ヤマハ

19:00 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

19:00 コカ・コーラレッドスパークス vs 宗像サニックスブルース 福岡 レベスタ

9月30日 金 19:30 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 東京 秩父宮

11:30 クボタスピアーズ vs 近鉄ライナーズ

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs リコーブラックラムズ

14:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 豊田自動織機シャトルズ 大阪 万博

11:30 Honda HEAT vs コカ・コーラレッドスパークス

14:00 NECグリーンロケッツ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

13:00 サントリーサンゴリアス vs キヤノンイーグルス 山梨 中銀スタ

13:00 宗像サニックスブルース vs 東芝ブレイブルーパス 福岡 グローバル

11:30 キヤノンイーグルス vs 豊田自動織機シャトルズ

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs NECグリーンロケッツ

11:45 近鉄ライナーズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

14:00 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

14:00 宗像サニックスブルース vs サントリーサンゴリアス 長崎 かきどまり

13:00 東芝ブレイブルーパス vs Honda HEAT 福島 いわきグ

13:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs コカ・コーラレッドスパークス 鳥取 コカ・ウエスト

13:00 クボタスピアーズ vs ヤマハ発動機ジュビロ 奈良 天理親里

13:00 NECグリーンロケッツ vs サントリーサンゴリアス 千葉 柏の葉

13:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs Honda HEAT 静岡 ヤマハ

11:45 クボタスピアーズ vs 宗像サニックスブルース

14:00 近鉄ライナーズ vs リコーブラックラムズ

14:00 豊田自動織機シャトルズ vs 東芝ブレイブルーパス 愛知 刈谷

11:30 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

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs コカ・コーラレッドスパークス

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

11:45 豊田自動織機シャトルズ vs サントリーサンゴリアス

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

14:00 Honda HEAT vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 三重 鈴鹿

13:00 近鉄ライナーズ vs 宗像サニックスブルース 和歌山 紀三井寺

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 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs コカ・コーラレッドスパークス 福井 福井

13:00 NECグリーンロケッツ vs クボタスピアーズ 新潟 新潟陸

14:00 リコーブラックラムズ vs 東芝ブレイブルーパス 広島 コカ・ウエスト広島

ジャパンラグビー トップリーグ2016-2017　試合日程
日時 対戦カード

1

8月26日 金

8月27日 土

東京 秩父宮

愛知 パロ瑞穂ラ

2

9月2日 金

9月3日 土

東京 秩父宮

山口 維新公園

3
9月10日 土

東京 秩父宮

4
9月17日 土

東京 秩父宮

5
10月1日 土

東京 秩父宮

京都 西京極

10月2日 日

6

10月8日 土

埼玉 熊谷陸

大阪 花園

10月9日 日

7

10月15日 土
大阪 花園

10月16日 日
埼玉 熊谷陸

8

10月22日 土

大阪 花園

10月23日 日



 

 

 

 

 

 

節 日時 開催県 会場

11:30 キヤノンイーグルス vs 宗像サニックスブルース

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 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs 東芝ブレイブルーパス 神奈川 ニッパ球

13:00 リコーブラックラムズ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ 岩手 いわスタ

13:00 コカ・コーラレッドスパークス vs ヤマハ発動機ジュビロ 福岡 レベスタ

13:00 サントリーサンゴリアス vs クボタスピアーズ 東京 駒沢

13:00 パナソニック ワイルドナイツ vs 豊田自動織機シャトルズ 群馬 太田

13:00 近鉄ライナーズ vs Honda HEAT 奈良 鴻池陸

11:45 近鉄ライナーズ vs NECグリーンロケッツ

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

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs キヤノンイーグルス 愛知 パロ瑞穂ラ

11:30 Honda HEAT vs リコーブラックラムズ

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs 豊田自動織機シャトルズ

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

14:00 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 福岡 グローバル

14:00 東芝ブレイブルーパス vs コカ・コーラレッドスパークス 鹿児島 鴨池

11:30 リコーブラックラムズ vs クボタスピアーズ

14:00 サントリーサンゴリアス vs コカ・コーラレッドスパークス

11:45 Honda HEAT vs パナソニック ワイルドナイツ

14:00 近鉄ライナーズ vs キヤノンイーグルス

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

14:00 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 ノエスタ

13:00 豊田自動織機シャトルズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 愛媛 ニンスタ

13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 宗像サニックスブルース 岐阜 長良川球

11:30 キヤノンイーグルス vs NECグリーンロケッツ

14:00 パナソニック ワイルドナイツ vs リコーブラックラムズ

11:30 豊田自動織機シャトルズ vs Honda HEAT

14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs サントリーサンゴリアス

13:00 クボタスピアーズ vs コカ・コーラレッドスパークス 千葉 フクアリ

13:00 近鉄ライナーズ vs 東芝ブレイブルーパス 大阪 ヤンマー

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

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

11:30 キヤノンイーグルス vs クボタスピアーズ

14:00 東芝ブレイブルーパス vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ

11:30 豊田自動織機シャトルズ vs リコーブラックラムズ

14:00 Honda HEAT vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

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 ヤマハ

11:30 コカ・コーラレッドスパークス vs NECグリーンロケッツ

14:00 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

12月25日 日 14:00 近鉄ライナーズ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 大阪 金鳥スタ

11:30 豊田自動織機シャトルズ vs コカ・コーラレッドスパークス

14:00 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

13:00 サントリーサンゴリアス vs 東芝ブレイブルーパス 東京 味スタ

11:30 NECグリーンロケッツ vs Honda HEAT

14:00 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs キヤノンイーグルス

11:30 クボタスピアーズ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

14:00 ヤマハ発動機ジュビロ vs 近鉄ライナーズ

14:00 リコーブラックラムズ vs 宗像サニックスブルース 東京 駒沢

11:30 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス vs クボタスピアーズ

14:00 東芝ブレイブルーパス vs パナソニック ワイルドナイツ

11:45 近鉄ライナーズ vs 豊田自動織機シャトルズ

14:00 Honda HEAT vs キヤノンイーグルス

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

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

11:30 宗像サニックスブルース vs NECグリーンロケッツ

14:00 コカ・コーラレッドスパークス vs リコーブラックラムズ

金鳥スタ

15 1月14日 土

東京 秩父宮

大阪 花園

福岡 レベスタ

14

1月7日 土
愛知 パロ瑞穂ラ

1月8日 日

東京 秩父宮

大阪

13
12月24日 土

東京 秩父宮

愛知 パロ瑞穂ラ

福岡 レベスタ

12

12月17日 土

東京 秩父宮

愛知 豊田ス

12月18日 日

11

12月10日 土

東京 秩父宮

大阪 花園

12月11日 日

9

10月29日 土

東京 秩父宮

10月30日 日

10

12月3日 土

大阪 花園

静岡 エコパ

12月4日 日

ジャパンラグビー トップリーグ2016-2017　試合日程
対戦カード



 

 

 

 

都道府県 略称 競技場名

北海道 月寒 月寒屋外競技場（ラグビー場）

岩手県 いわスタ いわぎんスタジアム

宮城県 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

福島県 いわきグ いわきグリーンフィールド

群馬県 太田 太田市運動公園陸上競技場

埼玉県 熊谷陸 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ★

フクアリ フクダ電子アリーナ

柏の葉 柏の葉公園総合競技場

秩父宮 秩父宮ラグビー場

駒沢 駒沢オリンピック公園陸上競技場

味スタ 味の素スタジアム

町田 町田市立野津田公園陸上競技場

ニッパ球 ニッパツ三ツ沢球技場

日産ス 日産スタジアム ★

山梨県 中銀スタ 山梨中銀スタジアム

新潟県 新潟陸 新潟市陸上競技場

石川県 石川西部 石川県西部緑地公園陸上競技場

福井県 福井 テクノポート福井スタジアム ★

ヤマハ ヤマハスタジアム（磐田)

エコパ エコパスタジアム

パロ瑞穂ラ パロマ瑞穂ラグビー場

豊田ス 豊田スタジアム

刈谷 ウェーブスタジアム刈谷

岐阜県 長良川球 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ

三重県 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿

京都府 西京極 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

ヤンマー ヤンマースタジアム長居

金鳥スタ キンチョウスタジアム

花園 東大阪市花園ラグビー場

万博 万博記念競技場 ★

ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

ユニバ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

天理新里 天理親里ラグビー場

鴻池陸 奈良市鴻ノ池陸上競技場

和歌山県 紀三井寺 紀三井寺公園陸上競技場

鳥取県 コカ・ウエスト コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場

広島県 コカ・ウエスト広島 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

山口県 維新公園 維新百年記念公園陸上競技場

愛媛県 ニンスタ ニンジニアスタジアム（愛媛県総合運動公園陸上競技場）

レベスタ レベルファイブスタジアム

グローバル グローバルアリーナ

佐賀県 佐賀陸 佐賀県総合運動場陸上競技場 ★

長崎県 かきどまり 長崎市総合運動公園　かきどまり陸上競技場

熊本県 うまスタ うまかな・よかなスタジアム

大分県 大銀ド 大分銀行ドーム

宮崎県 宮崎県陸 KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場

鹿児島県 鴨池 鹿児島県立鴨池陸上競技場

★＝初開催会場

兵庫県

開催都道府県数：33都道府県

会場数：47会場

≪ジャパンラグビー トップリーグ2016-2017シーズン　競技場一覧≫

千葉県

東京都

静岡県

神奈川県

愛知県

大阪府

奈良県

福岡県


