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Bowling world cup results rugby 2019

ラグビーユニオンワールドカップ2019 2019年2019年9⽉9⽇のデータ‧ス‧ナンバーズ‧ジャパン‧ヘッドクウォーターズエディション 20- 11⽉2⽇ 参加者20試合出場 45位南アフリカ準優勝イングランド3位 ニュージーランド公開統計 1,704,443 平均37,876 1⼈当たり5⼈の選⼿ である⽥村優(51)2015年 ←→ラグ
ビーユニオンワールドカップ2019(2019)はラグビーワールドカップ第9回⼤会でした。 9⽉20⽇から11⽉2⽇まで⽇本で開催。アジアで初めて⼤会が開催され、同じ半球で初めて⼤会が開催され、スポーツの伝統的な中⼼の外で初めて開催されました。⾹港とシンガポールは、特定のゲームの開催に関⼼を⽰し、jfuの
ワールドラグビーの当初の⼊札に含まれているが、2014年11⽉5⽇にイベント主催者が発表した14の⾮縫いのホストの中に含まれず、正式にゲームを開催する権利を申請した。2019年ラグビーワールドカップの開幕戦は調布の東京スタジアムで⾏われ、最終戦は神奈川の横浜国際スタジアムで⾏われます。施設の変
更は、2015年9⽉に発表され、⼤会の計画は⽇本の組織委員会によって審査され、ワールドラグビーによって受け⼊れられました。東京のオリンピックスタジアムは、もともと2020年夏季オリンピックの再開発中に⽇本のラグビーワールドカップ招致の焦点でしたが、オリンピックスタジアムの計画の変更がワール
ドカップ施設の変更を決定しました。[4] [5] IRB(現在のワールドラグビー)の真っ向から選択は、2015年または2019年ラグビーワールドカップを開催したい⼈は、2008年8⽉15⽇までに彼らの意図を⽰すべきであると要求する。これは関⼼を⽰すだけでしょう。この段階では詳細を説明する必要はありませんでした。
記録的な10の労働組合は、2015年および/または2019年にイベントを開催することに関⼼を⽰しています。2019年の⼤会は9カ国から関⼼を集めています。ジャマイカは、以前の世界選⼿権に参加したことがなかったことを考えると、イベントの開催への関⼼を発表した最も驚くべき組合でしたが、すぐに撤退しまし
た。ロシアはまた、当初、2015年と2019年のワールドカップに出場する計画を発表したが、2013年ラグビーワールドカップセブンズの落札であることが判明したものを⽀持して、2009年2⽉に両⽅の⼊札を撤回した。[7] オーストラリアは2009年5⽉6⽇に申請⼿続きから撤退した。2009年5⽉8⽇には、イタリア、⽇
本、南アフリカの3つのホストが発表されました。2019.IRBは、イングランドと⽇本をホストとしてリストアップすべきであるというラグビーワールドカップ株式会社(RWCL)の勧告を承認することに賛成16対10で投票した。[2] 調布横浜福岡東⼤阪四ノ本スタジアム国際スタジアム横浜静岡スタジアム 花園スタジア
ム 定員:72,327収容⼈数:50,889収容⼈数:福岡調布福郎と横浜ハイ ガシサコロトヨタ 福岡 札幌⼤分熊本コ熊⾕釜⾕釜⽯豊⽥Level5 スタジアム 豊⽥スタジアム収容⼈数:22,563収容⼈数:45,000札幌⼤分札幌ドームドームスタジアム ビッグアイ容量:4,1,410容量:40,000 熊本神⼾熊⾕熊⾕釜⽯陽カナスタジアム 神⼾ウィ
ング熊⾕ラグビースタジアム釜⽯回復スタジアム記念収容⼈数:32,000⼈収容⼈数:30,31 2 定員: 24,000 収容⼈数: 16,187 予選 メイン記事を参照してください: ラグビーユニオンワールドカップ 2019 4つの2015ラグビーワールドカップグループの上位3チームが⾃動的に次のトーナメントに出場しました。⼤会の開催
により、⽇本は2015年ラグビーワールドカップ前に⼤会出場権を取得しました。残りの8つのスポットは、既存の地域⼤会によって決定され、その後、いくつかの地域プレーオフが続きました。最終バースは、カナダが優勝した2018年11⽉にマルセイユで⾏われたサマリートーナメントで決まりました。以下の表は
予選チームを⽰しています: 予選予選⽅法地域 地域 パフォーマンスの前の⽅法 ベスト結果世界ランキング1アフリカ⾃動南アフリカ 6 チャンピオンズ (1995, 2007年) 4 ナミビアアフリカ 1 5 先発ステージ 23 北⽶アメリカ 1 7 予選ステージ 13 カナダ要約 8 準々決勝 (1991) 22 南⽶アルゼンチン ⾃動 8 3位 (2007) 11
ウルグアイ アメリカ 2 3 グループステージ 19 アジア⽇本国 8 予選フェーズ 10 ヨーロッパ イングランド ⾃動 8 チャンピオンズ (2003) 3 フランス⾃動8準優勝(1987年、1999年、2011年) 8⾃動ジョージア4オープニングステージ12⾃動アイルランド8準々決勝(1987年、 1991, 1995, 2003, 2011, 2015) 1 イタリア ⾃動
8 先発ステージ 14 ロシアヨーロッパ 1 1 スタートステージ 20 スコットランド⾃動 8 4位 (1991) 7 ウェールズ⾃動 8 3位 (1987) 5 オセアニア オーストラリア⾃動チャンピオン 8 (1991, 1999) 6 フィジーオセアニア 1 7 クォーターファイナル (191,1999) フィジーオセアニア 1 7 クォーターファイナル (191)19-19,2007
年) 9 ニュージーランド⾃動8チャンピオンズ (1987, 2011, 2015) 2 サモアプレーオフ勝者 7 準々決勝 (1991, 1995) 16 トンガオセアニア 2 7 グループステージ 15 グループドロー グループ引き分け 2017年5⽉10⽇京都で開催されました。引き分け前の12チームはすでに予選を通過しました。ポット1:トップ4チーム。
ポット2:次の4チームが最⾼ランクにランクされました。ポット3:ランキングの上位4チーム。その他の2つのポット予選を通過した8チームの場合、前のラグビーワールドカップのプレー⼒に基づいて各プールの割り当て:ポット4:– オセアニア1、アメリカ1、ヨーロッパ1、アフリカ1。ポット5:– オセアニア2、南北ア
メリカ2、プレーオフ勝者、サマリー勝者。ポット1ポット2ポット3ポット4ニュージーランドオーストラリアアイルランドアイルランド南ウェールズオーストラリアジョージアジョージアオーストラリア⽶国サモアトンガウルグアイカナダグループステージAグループステージは、それぞれ1ターンでそれぞれ対戦
し、すべてのチームに対してすべてのシステムでそれぞれ対戦する5チームの4つのグループに分かれた20チームで構成されています。勝利するたびに、チームは勝利のために4ポイント、引き分けのために2、敗北のために0を獲得します。チームが試合で4回試⾏した場合、ボーナスポイントが獲得されます。グルー
プAグループCグループCグループCグループDアイルランドスコットランドサモアニュージーランド南アフリカオーストラリアナミビアカナダイングランドフランスアルゼンチン⽶国オーストラリアオーストラリアジョージアフィジーウルグアイチームが各グループのトップ2に⼊り、準々決勝に進出。各グループの
上位3チームが、2023年フランスラグビーユニオンワールドカップで⾃動出場権を獲得しました。タイブレーカー基準 2 つ以上のチームがポイントで引き分けを完了した場合、次のタイブレークが適⽤されます: 2 つのチーム間の試合の勝者;有利に獲得したポイントとすべてのグループマッチで獲得したポイントの
差。好きなテストとすべてのグループマッチで得点されたテストの違い。すべてのグループマッチで獲得したポイント。すべてのグループマッチで得点したほとんどのゴール。2019年10⽉14⽇の世界ラグビーランキング。3チームが引き分けポイントで終了した場合、上記の基準を使⽤して、最終的に各選択をグ
ループに配置するかどうかを決定します。グループステージの⾊の鍵は準々決勝に出場し、すでにラグビーユニオンワールドカップ2023ランキングにランクされています。敗退したが、2023年のラグビーユニオンワールドカップの出場権も⾃動的に得る。J = 再⽣された試合の数。V = 勝利の数。E = 描画数。D = 損
失の数。TF = 実⾏されたテストの数。PF = 1 個あたりのポイント数。PC = 対するポイント数。+/- = 差、PF - PC;PB = ボーナスポイント;Pts = 合計ポイント数。グループ A チーム J V E D TF PF PS +/- PB Pts ⽇本 4 0 0 13 115 62 +53 3 19 アイルランド 4 3 0 1 8 121 27 +94 4 16 スコットランド 4 2 2 16 119 55
+64 3 11 サモア 4 1 0 3 8 5 12 8 -70 1 5 ロシア 4 0 0 4 1 19 160 -141 0 0 0 20 9⽉ 19:45 (19:00 45 UTC+9) ⽇本 30 – 10 ロシア東京スタジアム, 調布 22 9⽉ 22 16:45 (UTC+9) アイルランド 27 – 3 スコットランド 横浜国際スタジアム, 横浜 9⽉24⽇ 19:15 (UTC + 9) ロシア 9 – 34 サモア 熊⾕ラグビー場,9⽉28⽇ 16:15
(UTC+9) ⽇本 19–12 アイルランド 静岡スタジアム エコパ, 袋井 9⽉30⽇ 19:15 (UTC+9) スコットランド 34– 0 サモア神⼾ウィングスタジアム, 神⼾ 10⽉3⽇ 19:15 (UTC+9) アイルランド 35 – 0 ロシア 神⼾ウイングスタジアム, 神⼾ 5 10⽉5⽇ ⼟⽇=30分(UTC+ ⽇本) トヨタ 10⽉9⽇ 16:15 (UTC +9) スコットランド
61 – 0 ロシア 静岡スタジアム, 袋井 10⽉ 12 19:45 (UTC +9) アイルランド 47 – 5 サモア福岡博多⽥森スタジアム, 福岡 10⽉13⽇ 19:45 (UTC +9) ⽇本 28– 21 スコットランド国際スタジアム オコハム 横浜グループBチームJ V E D TF PF PS +/⾼額PTs ニュージーランド 4 3 1 0 22 157 22 +135 2 16 南アフリカ 4 3 0 1
27 185 36 +149 3 15 イタリア 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ナミビア 4 0 1 3 34 175 -141 0 2 カナダ 4 0 1 3 2 14 177 -1630 2 21 9⽉ 18:45 (UTC+9) ニュージーランド 23 – 13 南アフリカ 横浜国際スタジアム, 横浜 22 9⽉ 14:15 (UTC+9) イタリア 47 – 22 ナミビア花園ラグビースタジアム, 東⼤阪 9⽉26⽇ 16:45 (UTC +9) イタ
リア 48 – カナダ カナダ 福岡博多⽥園スタジアム, 福岡 9⽉28 18:45 (UTC + 9) 南アフリカ 57 – 3 ナミビア トヨタ スタジアム, トヨタ 10⽉ 2, 7:15 PM (UTC +9) ニュージーランド 63 – 0 カナダ ⼤⽥スタジアム, ⼤分 10⽉4⽇ 18:45 (UTC +9) 南アフリカ 49 – 3 イタリア 静岡スタジアム E コパ, 福黒井 10⽉6⽇, 1.45pm
(UTC) ニュージーランド 71 – 9 ナム 東京スタジアム, 調布東京スタジアム 10⽉8⽇ 19:15 (UTC+9) 南アフリカ 66 – 7 カナダ‧スタジアム 神⼾ウィング , 神⼾ 10⽉ 12 13:45 (UTC +9) ニュージーランド 0 – 0 イタリア‧トヨタ‧スタジアム, トヨタ 10⽉13⽇ 12:15 .m. (UTC+9) ナミビア 0 – 0 カナダ カマジ回収記念ス



タジアム, 釜⽯グループCチームJ V E D TF PF PS +/⾼PTs イングランド 4 3 1 0 17 119 20 +99 3 17 フランス 4 3 1 0 9 79 51 +28 1 15 アルゼンチン 4 2 14 106 91 +15 3 11 トンガ 4 1 0 0 0 67 105 -38 2 6 ⽶国 4 0 0 67 105 -38 2 6 ⽶国 4 0 0 55 9⽉1⽇ 16:15 (UTC+9) フランス 23 – 21 アルゼンチン 東京スタジアム,
調布 9⽉22⽇ 19:15 (UTC+9) イングランド 35 – 3 トンガ札幌ドーム, 札幌 9⽉26⽇ 19:45 (UTC+9) イングランド 45 – 7 アメリカ合衆国スタジアム 神⼾ 28 13:45 (UTC)東⼤阪2パジ16:45(UTC+ 9)フランチャ33 –9 スタニー‧ジェドノクゾン‧スタジアム福岡博多館、福岡5パジジエルニカ17:00(UTC+9)アングリア39–
10 アルジェンティナ東京スタジアム, 調布6パジジエルニカ 16:45 (UTC+9) フランチャ 23 – 21 トンガ熊本スタジアム, 熊本 9 パジジエルニカ 13:45 (UTC+9) アルジェンティナ 47 – 17 スタニー‧ジェドノクゾン 熊⾕ ラグビーグラウンド, 熊⾕ 12 パジジエルニカ 17:15 (UTC +9) アングリア 0 – 0 フランチャ‧ヨコマ
国際スタジアム, ジョコハマ 13 パジジエルニカ 14:45 (UTC +9) スタニー‧ジェドノクゾン 19 – 31 トンガ‧ハナゾーノ ラグビースタジアム, 東阪⼤グループ D チーム J V V D TF PS/PF − PB Ptsウェールズ 4 4 0 17 136 69 +67 3 19 オーストラリア 4 3 0 1 20 136 +68 4 16 フィッジ 4 1 0 3 17 110 108 +2 3 7 グル
ジャ 4 1 0 3 9 65 122 -57 1 5 ウルグワジ 4 1 0 3 60 140 -80 -0 2113:45 (UTC+9) (UTC+9)39 – 21 Fidżi Sapporo Dome, Sapporo 23 września 19:15 (UTC+9) Walia 43 – 14 Georgia Toyota Stadium, Toyota 25 września 14:15 (UTC +9) Fidżi 27 – 30 Urugwaj Kamaishi Recovery Memorial Stadium, Kamaishi 29 września
14:15 (UTC + 9) Gruzja 33 – 7 Urugwaj Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya 29 września 16:45 (UTC + 9) Australia 25 - 29 Walia Tokyo Stadium, Chofu 3 października 14:15 (UTC +9) Gruzja 10 – 45 Fidżi Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka 5 października 14:15 (UTC + 9) Australia 45 – 10 Urugwaj Oita
Stadium, Oita 9 października 18:45 (UTC + 9) Walia 29 – 17 Fiji Oita Stadium, Oita 11 października 19:15 (UTC + 9) Australia 27 – 8 Georgia Shizuoka Stadium Ecopa , Fukuroi 13 października 17:45 (UTC + 9) Walia 35 – 13 Urugwaj Kumamoto Stadium, Kumamoto Final Round Final Stadium of Oita England 40
Yokohama International Stadium Australia 16 Anglia 19 Tokyo Stadium Nowa Zelandia 7 Nowa Zelandia 46 Yokohama International Stadium Irlandia 14 Anglia 12 Stadium Oita Republika Południowej Afryki 32 Walia 20 Yokohama International Stadiumフランス 19 ウェールズ 16 3位 東京スタジアム 南アフリカ 19 ⽇本
3 ニュージーランド 40 南アフリカ 26 ウェールズ 17 東京スタジアム準々決勝 10⽉ 16:15 (UTC + 9) イングランド 40-16 オーストラリア スタジアム オブ ⼤分, オイタ‧プブリコ: 36,954 審判: ジェローム‧ガルセス (フランス) トライ : 5⽉ (2) 18' c, 21' cSinckler 46' cWatson 76' cConv.: ファレル (4/4) 19', 23', 47'ペネ:
ファレル (4/4) 30'5, 56'5, 66'5, 73' レポートトライ: コロイベテ 43' cConv.: レアリファノ (1/1) 44'ペーレ: レアリファノ (3/3) 12', 26', 41' 10⽉19⽇ 1 9:15 (UTC+9) ニュージーランド 46-14 アイルランド東京スタジアム, 調布公場: 46,686 審判: ナイジェル‧オーエンズ (ウェールズ) トライ: A. スミス (2) 14' c, 20' cB.バ
レット32'mテイラー48'cTodd 61'mBridge 73'cJ。バレット 79' mConv.: モウンガ (3/5) 15', 22', 49'B.Barrett (1/2) 74'Penalties: Mo'unga (1/1) 6' Report Tries: Henshaw 69' cPenalty try 76'Conv.: Carbery (1/1) 69' October 20 16:15 (UTC+9) Wales 20-19 France Stadium of Oita, Oita Público: 34,426 Referee: Jaco Peyper
(South Africa) Tries: Wainwright 12' cMoriarty 74' cConv.: Biggar (2/2) 13', 75'Penais: Biggar (2/2) 20', 54' Report Tries: Vahaamahina 5' mOllivon 8' cVakatawa 31' cConv.: Ntamack (2/3) 9', 32' October 20 19:15 (UTC+9) Japan 3-26 Stadium, South Africa, Chofu Public: 48,831 Referee: Wayne Barnes (England) Penalty:
Tamura (1/1) 20' Report Tries: Mapimpi (2) 4' m, 70' mde Klerk 66' cConv.: Pollard (1/4/4' m, 70' mde Klerk 66' cConv.: Pollard (1/1 3) 66'Penais: Pollard (3/4) 44', 49', 64' Semi-finals 26 October 17:00 (UTC+9) England 19-7 New Zealand Yokohama International Stadium, 横浜公開: 68,843 審判: ナイジェル‧オーエンズ
(ウェールズ) トライ: トゥイラギ 2' cConv.: ファレル (1/1) 3'ペナイス: フォード (4/5) 40', 50', 63', 69' レポートトライ: セーバ 57' cConv.: モウンガ (1/1) 58' 10⽉ 27 18:00 (UTC+9) ウェールズ 16-19 南アフリカ横浜国際スタジアム, 横浜市: 67,750 審判:ガルセス(フランス)トライ:アダムス65'cConv.:ハーフペニー
(1/1)66'ペネ:ビガー(3/3)18'、 39', 46' レポートトライ: デ‧アジェンデ 57' cConv.: ポラード (1/1) 58'ペネ: ポラード (4/4) 15', 20', 35', 76' ブロンズ決勝 1 11⽉ 18:00 (UTC+9) ニュージーランド 40-17 ウェールズ東京スタジアム, 調布公共: 48.842 審判: ウェイン‧クインボー 5.バレット 13' cB.スミス (2) 33' c, 40+1'
cCrotty 42' cMo'unga 76' mConv.: モウンガ (5/6) 7', 14', 34', 40+2', 44' レポートトライ: エイモス 19' cAdams 59' cConv.: パッチェル (1/1) 21'ビガー (1/1) 61'ペーレ: パッチェル (1/1) 27' ファイナルトピック: ラグビーユニオンワールドカップ決勝 2019 11⽉2⽇ 18:00 (UTC+9) イングランド 12-32 南アフリカ 横浜国際
スタジアム, 横浜公開: 70,103 審判: ジェローム‧ガルセス (フランス) ペネ: ファレル (4/5) 23', 35', 52', 60' レポートトライ: Mapimpi 66' cKolbe 74' cConv.: ポラード (2/2) 67', 75'ペネイス: ポラード (6/8) 10', 26', 39', 43', 46', 58'スポンサーワールドパートナーズエミレーツ、ハイネケン、ランドローバー、ソシエテジェ
ネラル、DHL、マスターカード公式スポンサーキヤノン、セコム、⼤正製薬、トト、三菱エステート、NECギルバート機器サプライヤー、チューダー —ロレックス、トップパン、カンタベリーカバレッジフランス - TF1[12]アイルランド – eirSport[13], ⽇本 – IGBS[14], ニュージーランド – スパークニュージーランド
[15], イギリスと北アイルランドのイギリス - ITV[16], アメリカ – NBCスポーツ[17], UDN, ユニマスとユニビジョンブラジル – ESPN参照⾼ハタ, エレイン (3⽉ 22, 2018).ラグビーワールドカップ2019⽇本は、4,300億円の経済的利益をもたらすでしょう。Access 2018年6⽉29⽇^a bイングランドは2015年ワールドカッ
プを開催します。2009年7⽉28⽇2009年7⽉28⽇^マデイラ、エドゥアルド(2015年3⽉2⽇)に相談。ラグビーワールドカップ2019は⽇本で開催されます。2018年6⽉29⽇にアクセスした ^ FONTES、マリオ(2017年11⽉2⽇)⽇本は2019年ラグビーワールドカップに向けて12の開催都市を発表しました。アクセス 2018
年6⽉29⽇ ^ ラマリョ、ビクター(2017年11⽉2⽇)2019年ワールドカップのテーブルが発表されました!アクセス6⽉ 29, 2018 ^ ロシアはラグビーワールドカップセブンズ2013を開催しました (プレスリリース).国際ラグビー評議会。2010年5⽉12⽇2012年1⽉1⽇のご相談2013年10⽉15⽇にオリジナルに提出された ^ ロ
シアはRWCセブンズ2013に⼊札したいと考えています。国際ラグビー評議会。2009年2⽉13⽇2009年2⽉15⽇のご相談元の2011年5⽉27⽇に提出 ^ オーストラリアは2019カップの⼊札を撤回します。BBCスポーツ。2009年5⽉6⽇2009年5⽉6⽇のご相談2009年5⽉9⽇ ^国際ラグビー委員会(2009年5⽉8⽇)に提出。
IRBは、RWCの記録的な⼊札応答を確認します。2009年5⽉9⽇のご相談2009年5⽉11⽇^rugbybworldcup.comにオリジナルからアーカイブ。ラグビーワールドカップ2019 //www.rugbyworldcup.com/tournament-rulesの抽選確定⽇rugbyworldcup.com TF1は、セロン‧ソン‧プレシデントを除いたアクイス‧レ‧ドロワ
を除いた。eirSportセキュア2019ラグビーワールドカップ(rugbyworldcup.comとして無料放送視聴者のための10⽉22、2017 ^ブローをダウンロードしてください。«IGBSはラグビーワールドカップ2019»のホスト放送局を任命しました。2017年10⽉28⽇アクセス ^ワールドラグビー(2018年4⽉15⽇)ワールドラグビー
は、スパークに男⼦と⼥⼦ラグビーワールドカップのためのニュージーランドの放送権を付与します。2018年4⽉19⽇^rugbyworldcup.com。ITVは、男⼦と⼥⼦ラグビーワールドカップ⼤会の権利の英国の保有者を任命しました。2017年3⽉30⽇アクセス ^ rugbyworldcup.com。«NBCスポーツグループは、主要なイ
ベント»のために私たちのメディアに排他的な権利を取得します。2017年5⽉24⽇外部リンクワールドラグビーの公式ウェブサイトElRugby.comスペインラグビーポータル
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