
 

 
 

 
 

2015 年 1 月 20 日 

 
 

トップリーグオールスター『FOR ALL チャリティーマッチ 2015』 in 岐阜 supported by バローグループ 

特別協賛社、大会ＰＲアンバサダー、キックオフ時間、チケット発売日決定のお知らせ 

～岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜県）にて 3 月 8 日に開催！～ 
 

3 月 8 日（日）、岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜県岐阜市）にて開催の「トップリーグオールスター『FOR ALL 

チャリティーマッチ 2015』 in 岐阜 supported by バローグループ」の特別協賛社としてバローグループ（岐阜県多治見市）

が決定いたしました。 

また、今大会の開催および魅力を広くＰＲすることを目的に、岐阜県各務原市出身で岐阜工業高校ＯＢの薫田真広ラグ

ビーワールドカップ 2019 日本代表戦略室長が、大会ＰＲアンバサダーに就任することが決定いたしましたのでお知らせい

たします。 

なお、キックオフ時間は 13:00、チケット発売日は 1 月 31 日（土）に決定いたしましたのでこちらもあわせてお知らせいた

します。 

本大会は、ラグビーを通じて社会貢献活動を選手主導で行うことを目的に、キャプテン会議にて発案、2009 年 3 月に第

1 回大会が開催され、今回が 2 季ぶり 6 回目の開催となります。 

報道関係の皆様におかれましては、大会告知および大会趣旨のご理解、ご協力をいただきたく、お願い申し上げます。 

 
－ 記 － 

 
トップリーグオールスター『FOR ALL チャリティーマッチ 2015』 in 岐阜 supported by バローグループ 開催概要 

 

■開催日時         2015 年 3 月 8 日（日） 13:00 

■会場          岐阜県・岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

■主催・主管         （公財）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 

関東・関西・九州ラグビーフットボール協会／岐阜県ラグビーフットボール協会 

■運営             FOR ALL オールスターチャリティーマッチ 実行委員会 

■後援             岐阜県／岐阜県教育委員会／（公財）岐阜県体育協会／岐阜県市長会／岐阜県町村会   

／岐阜新聞・ぎふチャン   

■特別協賛       バローグループ 

■スペシャルメンバーズ 株式会社あきんどスシロー、大和証券株式会社 

■チャリティーメンバーズ 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ 

■サプライメンバーズ KUKRI JAPAN（ククリジャパン） 

■協力                ジャパンラグビー トップリーグ 16 チーム／ 

学校法人三幸学園 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 

■対戦        チーム名称、チーム編成の詳細は決定次第発表いたします 

■選出方法  〔監督〕 トップリーグの推薦により決定  〔選手〕 トップリーグ全選手による選手間投票 

■出場選手  3 月上旬に発表 

■試合方式  80 分間（前後半 40 分間）の試合を行い、勝敗が決まらない場合は両チーム勝者とする。 

■寄付先        決定次第発表いたします。 

■チケット発売日      1 月 31 日（土）より一般販売  ※詳細につきましては次頁をご参照ください。 

■大会ＰＲアンバサダー  薫田 真広（ラグビーワールドカップ 2019 日本代表戦略室長） 

報道資料 



 

 
 

                  

 

特別協賛社について 
 

■名称        株式会社バロー（代表取締役社長 田代 正美） 

■所在地      本部：岐阜県多治見市大針町 661 番地の 1 

■事業内容   スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、       

スポーツクラブ、ペットショップ、外食店舗の運営 

■ウェブサイト  http://www.valor.co.jp/vghp/                            

 

 ○チケット販売要項 

<発売日> 【一般発売】1 月 31（土）10:00～       <料金表> 

   

 

<注意事項> 

＊高校生以下は無料でご入場いただけます。 

＊チケットが前売で完売した場合、当日券の販売はございません。 

＊雨天決行です。 

＊試合中止の場合を除き、購入後のチケットの変更や払戻しはできません。 

＊会場への危険物の持ち込み、介助犬・聴導犬・盲導犬を除く、ペットの同伴はお断りさせていただきます。 

＊車椅子席ご利用のお客様は、自由席のチケットをご購入ください。 

また、自家用車でご来場される場合は、予め下記までお問い合わせください。 

 (公財)日本ラグビーフットボール協会 事務局 ＴＥＬ 03-3401-3290 （10:00～18:00 火曜定休） 

 

【一般発売】 

 

 以上 

席種 前売 当日 

自由席 一般 1,350 1,600 

http://ticket-rugby.jp/ 

http://pia.jp/rugby 

http://l-tike.com 

http://eplus.jp/rugby 

 

  

○チケットぴあのお店 

○セブン-イレブン ：店頭端末【マルチコピー機】にてご購入いただけます 
○サークルＫ・サンクス：店頭端末【Ｋステーション】にてご購入いただけます 

○ローソン ：店頭端末【Loppi】にてご購入いただけます 
○ミニストップ ：店頭端末【MINISTOPLoppi】にてご購入いただけます 
○ファミリーマート ：店頭端末【Fami ポート】にてご購入いただけます 

 

 

【全国共通・お問い合わせ 電話番号】0570-000-732 

■インターネット販売 

 

■電話予約  ※0570 で始まる番号は一部の携帯電話・PHS・IP 電話からの接続不可 

 

全国共通（音声自動応答 及び P コード予約） TEL：0570-02-9999 

※オペレーター対応 10:00～20:00／☆L コード予約 電話番号 

※発信者番号非通知は受付不可 
※24 時間受付／毎週火・水 2：30～5：30 はメンテナンスのため受付不可 

■店頭販売 

■チケットに関するお問い合わせ 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 事務局 

ＴＥＬ 03-3401-3290 （10:00～18:00 火曜定休） 



 

 
 

 
 

2015 年 1 月 20 日 

 
 

トップリーグオールスター『FOR ALL チャリティーマッチ 2015』 in 岐阜 supported by バローグループ 

薫田 真広 大会ＰＲアンバサダー プロフィール 

 

 

薫田 真広（くんだ まさひろ）  ラグビーワールドカップ 2019 日本代表戦略室 室長 

 

 

         
 
 

     

 

報道資料 

生年月日 ： 1966 年 9 月 29 日（48 歳） 

出身地  ： 岐阜県各務原市 

出身高校 ： 岐阜工業高校 

出身大学 ： 筑波大学 

日本代表キャップ ： 44 

□経歴 

岐阜工業高校時代に全国高校ラグビー大会に出場。高校日本代表にも選ばれる。筑波大学卒業後は東

芝府中（現：東芝ブレイブルーパス）にて活躍。 

日本代表選手としてラグビーＷ杯に 3 大会連続出場し（1991／1995／1999）、1995 年のラグビーW 杯では

主将を務める。2000 年に現役引退をしたあと、2002 年より東芝府中ブレイブルーパスの監督に就任後は、

日本選手権優勝、トップリーグ 3 連覇など数多くのタイトルにチームを導いた。2008 年から 2009 年まで U20

日本代表監督、2010 年に日本 A 代表監督を経て 2012 年には日本代表アシスタントコーチを務めた。 

2013 年より（公財）日本ラグビーフットボール協会に新設されたラグビーワールドカップ 2019 日本代表戦略

室長に就任。 


