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J SPORTSとスカパー！で  

ジャパンラグビー トップリーグ14/15  
セカンドステージ以降 全試合放送決定！ 
スカパー！プレミアムサービスでは全試合生中継！ 

2014年10月23日 
株式会社ジェイ・スポーツ 
スカパーＪＳＡＴ株式会社 

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、以下「スカパー！」）は、11月28日から始まる「ジャパンラグビー トップリーグ2014-2015 セカンドステー
ジ」全56試合をはじめ、ワイルドカードトーナメント全6試合、プレーオフトーナメント全3試合を生中継※1することを
決定しました。また、「J SPORTS LIVE+ オンデマンド」※2では、セカンドステージ以降全試合をスマホ、PC、タブレッ

トへネット配信いたします。 
トップリーグは、今シーズンは8月22日に開幕し、昨シーズンから採用された2プール2ステージ制にて16チームが
熱い戦いを繰り広げてきました。10月19日に終了したファーストステージの順位により、11月28日から始まるセカン
ドステージのグループが確定し、いよいよ最終的に優勝を目指す戦い、一方でワイルドカードトーナメント進出、入
替戦、自動降格をかけた戦いが始まります。 
 
ファーストステージは、J SPORTS で生中継中心に33試合を放送してきましたが、このたび来年に控えたラグビー

ワールドカップ イングランド大会、さらには2019年開催のラグビーワールドカップ 日本大会に向けて国内ラグビー
のさらなる盛り上げの一助となるべく、J SPORTS とスカパー！でトップリーグのセカンドステージ以降全試合を生中
継※1することになりました。J SPORTS とスカパー！で、多くの日本代表選手が活躍するトップリーグの戦いをお楽

しみ下さい。 

 
 
◆セカンドステージ全56試合をJ SPORTSとスカパー！で全試合放送。スカパー！プレミアムサービスでは全試合 

  生中継。 
◆「J SPORTS LIVE+ オンデマンド」※2では、セカンドステージ以降全試合をスマホ、PC、タブレットへネット配信。   
◆ワイルドカードトーナメント6試合は、1回戦4試合はスカパー！、2回戦2試合がJ SPORTSで生中継。 
  プレーオフトーナメント3試合は全てJ SPORTSで生中継予定。 
    最新の対戦カードおよび放送スケジュールは、J SPORTS およびスカパー！のオフィシャルサイト、EPGで 

   ご確認 下さい。 
 
 

 
 
 
 
 
 
※1  スカパー！サービスでは一部録画中継となります。 
※2 スカパー！オンデマンドの「J SPORTS LIVE+ オンデマンド」サービスで全試合ご覧いただけます。 

＜トップリーグ セカンドステージ  グループ分け＞ 
グループA   ：  NTTコミュニケーションズシャイニングアークス、キヤノンイーグルス、神戸製鋼コベルコスティーラーズ、 
         サントリーサンゴリアス、東芝ブレイブルーパス、トヨタ自動車ヴェルブリッツ、 
         パナソニック ワイルドナイツ、ヤマハ発動機ジュビロ 
グループB  ：  NECグリーンロケッツ、NTTドコモレッドハリケーンズ、近鉄ライナーズ、クボタスピアーズ、 
         コカ・コーラレッドスパークス、豊田自動織機シャトルズ、宗像サニックスブルース、リコーブラックラムズ 



    スカパー！プレミアムサービスで全試合生中継。 スカパー！サービスでは一部録画中継となります。 
  開催日程および、放送予定は変更される場合があります。 チーム名は略称にて記載。 

  別紙 
 ＜ジャパンラグビー トップリーグ セカンドステージ スケジュール＞ 

節 日程 キックオフ グループ 放送局

11月28日（金） 午後7:30 NTTコミュニケーションズ vs キヤノン A J SPORTS 

午前11:40 クボタ vs コカ・コーラ B J SPORTS 

午前11:40 豊田自動織機 vs NTTドコモ B スカパー！

午後0:00 近鉄 vs NEC B J SPORTS 

午後2:00 サントリー vs ヤマハ発動機 A J SPORTS 

午後2:00 トヨタ自動車 vs パナソニック A スカパー！

午後2:05 神戸製鋼 vs 東芝 A J SPORTS 

11月30日（日） 午後1:00 宗像サニックス vs リコー B スカパー！

午後0:00 キヤノン vs ヤマハ発動機 A J SPORTS 

午後2:05 東芝 vs パナソニック A J SPORTS 

午前11:40 クボタ vs 豊田自動織機 B スカパー！

午後0:00 近鉄 vs リコー B J SPORTS 

午後0:00 NEC vs 宗像サニックス B スカパー！

午後1:00 NTTドコモ vs コカ・コーラ B スカパー！

午後2:00 トヨタ自動車 vs NTTコミュニケーションズ A スカパー！

午後2:05 神戸製鋼 vs サントリー A J SPORTS 

午前11:40 サントリー vs 東芝 A J SPORTS 

午後0:00 クボタ vs 宗像サニックス B J SPORTS 

午後1:00 ヤマハ発動機 vs NTTコミュニケーションズ A スカパー！

午後1:00 NEC vs コカ・コーラ B スカパー！

午後2:00 パナソニック vs 神戸製鋼 A J SPORTS 

午後2:05 近鉄 vs NTTドコモ B J SPORTS 

午後1:00 キヤノン vs トヨタ自動車 A スカパー！

午後2:00 リコー vs 豊田自動織機 B スカパー！

午前11:40 リコー vs NTTドコモ B J SPORTS 

午後2:00 NTTコミュニケーションズ vs パナソニック A J SPORTS 

午前11:40 豊田自動織機 vs 宗像サニックス B スカパー！

午後1:00  神戸製鋼 vs ヤマハ発動機 A J SPORTS 

午後1:00 サントリー vs キヤノン A スカパー！

午後1:00 クボタ vs NEC B スカパー！

午後2:00 トヨタ自動車 vs 東芝 A スカパー！

午後2:00 コカ・コーラ vs 近鉄 B スカパー！

午後1:00 神戸製鋼 vs NTTコミュニケーションズ A スカパー！

午後1:00 ヤマハ発動機 vs トヨタ自動車 A スカパー！

午前11:40 NEC vs NTTドコモ B スカパー！

午前11:40  宗像サニックス vs 近鉄 B スカパー！

午後1:00 パナソニック vs サントリー A スカパー！

午後1:00 キヤノン vs 東芝 A スカパー！

午後2:00 クボタ vs リコー B スカパー！

午後2:00 コカ・コーラ vs 豊田自動織機 B スカパー！

午前11:40 東芝 vs ヤマハ発動機 A J SPORTS 

午後2:00 NTTコミュニケーションズ vs サントリー A J SPORTS 

午前11:40 NTTドコモ vs クボタ B スカパー！

午後0:00 リコー vs NEC B J SPORTS 

午後1:00 豊田自動織機 vs 近鉄 B スカパー！

午後1:00 宗像サニックス vs コカ・コーラ B スカパー！

午後2:00 神戸製鋼 vs トヨタ自動車 A スカパー！

午後2:05 パナソニック vs キヤノン A J SPORTS 

午前11:40 東芝 vs NTTコミュニケーションズ A J SPORTS 

午前11:40 豊田自動織機 vs NEC B J SPORTS 

午前11:40 宗像サニックス vs NTTドコモ B スカパー！

午後0:00 近鉄 vs クボタ B J SPORTS 

午後2:00 キヤノン vs 神戸製鋼 A J SPORTS 

午後2:00  トヨタ自動車 vs サントリー A J SPORTS 

午後2:00  コカ・コーラ vs リコー B スカパー！

午後2:05 ヤマハ発動機 vs パナソニック A J SPORTS 
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12月6日（土）

12月7日（日）

12月13日（土）

12月14日(日）

12月21日（日）

12月27日（土）

12月28日（日）

1 11月29日（土）

7

6

1月11日（日）

1月4日（日）

12月20日(土）

1月3日（土）
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