
国内最大4チャンネルのスポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ（本社：東京都江東区、 代表取締役社長 
上田修、以下 ｢J SPORTS｣※）と、スカパーJSAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高
田真治）は、2013年シーズンのラグビー 関東大学対抗戦（Aグループ）を全28試合放送いたします。 
 
9月15日に開幕する関東大学対抗戦（Aグループ）には、大学選手権5連覇を目指す帝京を筆頭に、筑波、明治、
早稲田、慶應義塾、日本体育、青山学院、成蹊の8大学が所属し、12月まで熱戦を繰り広げます。昨年は筑波、
帝京、明治が6勝1敗で並び、史上初の3校同率優勝となるなど各校の戦力が拮抗。また前回の全国大学選手
権では、ベスト4に関東大学対抗戦から3校が入るなど、注目度とともに実力も高いグループとなっています。 
 
かつて数々のドラマを生み出してきた早慶戦、早明戦などの伝統校対決はもちろん、2019年に日本で開催され
るラグビーワールドカップで主軸を担う若きラガーマンの熱戦を余すところなくお届けします。 
 
  【J SPORTSでの9月放送予定】 J SPORTSでは、シーズン14試合を放送！ 
 

 9月15日（日） 午後0：50～  日本体育大学 vs. 早稲田大学  J SPORTS 1 【生中継】 
 9月15日（日） 午後2：53～  慶應義塾大学 vs. 筑波大学   J SPORTS 1 【生中継】 
 9月29日（日） 午後2：50～  早稲田大学 vs. 筑波大学   J SPORTS 4 【生中継】 
  
  【BSスカパー！での9月放送予定】 BSスカパー！では、シーズン14試合を放送！  
                   

 9月15日（日） 午後2：50～  明治大学 vs. 青山学院大学   BSスカパー！ 【生中継】 
 9月16日（月） 午後3：00～  成蹊大学 vs. 帝京大学   BSスカパー！  
 9月22日（日） 午後2：50～  明治大学 vs. 成蹊大学   BSスカパー！ 【生中継】 
 9月24日（火） 午後3：00～  帝京大学 vs. 青山学院大学   BSスカパー！ 
 9月30日（月） 午後3：00～  日本体育大学 vs. 慶應義塾大学  BSスカパー！ 
 
 ※BSスカパー！での放送は、スカパー！をご契約の方、または2週間お試し体験をお申込みの方は無料でご視聴いただけます。 
 ※詳しい放送予定は、J SPORTSオフィシャルサイトのラグビー特集ページ、またはスカパー！公式サイトをご確認ください。 
 

J SPORTSでは、国内ラグビー・海外ラグビーの試合を徹底放送中！ 
ジャパンラグビー トップリーグは毎節4試合以上、シーズン計70試合以上放送！ 
 
※ J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）で720万世帯が視聴する国内最大4チャンネルのスポーツテレビ局です。 

J SPORTS と BSスカパー！で 
ラグビー 関東大学対抗戦2013 

全28試合放送決定！    

＜お問い合わせ先＞ 

J SPORTS カスタマーセンター：０３－５５００－３４８８（10：00～１8：00） J SPORTS オフィシャルサイト：www.jsports.co.jp 

スカパー!  カスタマーセンター：０５７０－０３９－８８８（10：00～20：00） スカパー! 公式サイト：www.skyperfectv.co.jp 
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関東大学対抗戦2013 

J SPORTS / ＢＳスカパー！放送試合一覧 

開催日 キックオフ 会場 放送チャンネル

後1:00 日本体育大学 vs 早稲田大学 秩父宮 J SPORTS

後3:00 慶應義塾大学 vs 筑波大学 秩父宮 J SPORTS

後3:00 明治大学 vs 青山学院大学 熊谷 BSスカパー！

後3:00 成蹊大学 vs 帝京大学 帝京大G BSスカパー！

9/22（日） 後3:00 明治大学 vs 成蹊大学 秩父宮 BSスカパー！

9/23（月） 後1:00 帝京大学 vs 青山学院大学 新潟陸上 BSスカパー！

後3:00 早稲田大学 vs 筑波大学 秩父宮 J SPORTS

後3:00 日本体育大学 vs 慶應義塾大学 熊谷 BSスカパー！

後2:00 日本体育大学 vs 帝京大学 上柚木 BSスカパー！

後2:00 筑波大学 vs 明治大学 熊谷 J SPORTS

後2:00 青山学院大学 vs 慶應義塾大学 秩父宮 BSスカパー！

後2:00 成蹊大学 vs 早稲田大学 熊谷 J SPORTS

10/19（土） 後2:00 早稲田大学 vs 青山学院大学 ニッパツ J SPORTS

後0:00 日本体育大学 vs 明治大学 秩父宮 J SPORTS

後2:00 筑波大学 vs 帝京大学 秩父宮 J SPORTS

後2:00 慶應義塾大学 vs 成蹊大学 熊谷 BSスカパー！

後0:00 明治大学 vs 慶應義塾大学 秩父宮 J SPORTS

後2:00 帝京大学 vs 早稲田大学 秩父宮 J SPORTS

後2:00 青山学院大学 vs 成蹊大学 熊谷 BSスカパー！

後2:00 筑波大学 vs 日本体育大学 ケーズスタ BSスカパー！

11/10（日） 後2:00 成蹊大学 vs 筑波大学 熊谷 BSスカパー！

11/16（土） 後2:00 青山学院大学 vs 日本体育大学 ニッパツ BSスカパー！

11/17（日） 後2:00 帝京大学 vs 明治大学 秩父宮 J SPORTS

11/23（土） 後2:00 慶應義塾大学 vs 早稲田大学 秩父宮 J SPORTS

11/24（日） 後2:00 青山学院大学 vs 筑波大学 駒沢 BSスカパー！

後0:00 慶應義塾大学 vs 帝京大学 秩父宮 J SPORTS

後2:00 早稲田大学 vs 明治大学 国立 J SPORTS

後2:00 成蹊大学 vs 日本体育大学 相模原麻溝 BSスカパー！

9/15（日）

10/6（日）

10/13（日）

10/20（日）

11/3（日）

12/1（日）

9/29（日）

対戦カード
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