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Team Profile

東大阪市花園ラグビー場
大阪府東大阪市松原南1丁目1－1

メルボルン・レベルズ
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ジャパンラグビーリーグワン
Division2

感動 -Impression-

所属リーグ

クラブ理念

日本選手権６回出場・３回優勝
全国社会人大会５３回出場（５０回連続・８回優勝）
関西社会人Ａリーグ１７回優勝

過去の戦績

花園近鉄ライナーズ

チーム愛称

提携チーム

１９５０s-

１９９０s-

２０２2２０２2

１９２９１９２９

and next...and next...

Etablishing
Kintetsu 
rugby club

Consecutive 
championship 
era

LINERS, 
Top league
team

東大阪市花園ラグビー場
大阪府東大阪市松原南1丁目1－1

近鉄ライナーズは、スポーツ文化、スポーツ事業発展の
担い手として、多くのファンの人達に『感動』を与えたい。
そのことに自覚を持ち責任を果たす『勝つための闘う集
団』として、挑戦することを忘れない。

近鉄漢-KINTETSU MAN-
2021-2022チームスローガン

●1929(S4)　
  近鉄ラグビー部創部

●1953(S28)　初の全国優勝
九州電力と全国実業団大会の優勝を分ける。

●1956(S31)　全国完封で全国優勝
全試合完封勝ちの快挙を達成し、初の単独
優勝に輝く。2度目の全国優勝となる。

●1957(S32)　全国2連覇達成

●1961(S36)　4度目の全国優勝

●1967(S42)　全国2連覇

●1974(S49)　3度目の全国優勝

●1966(S41)　5度目の全国優勝、
早稲田大下し初の日本一に

●1979(S54)　花園開場50周年、
創部50周年

●1992(H4)　  初の外国人選手獲得(韓国)

●1999(H11)　花園開場70周年、創部70周年

●1995(H7)　愛称をLINERSに
特急「アーバンライナー」からとり、チーム愛称を「LINERS」に。

●2003(H15)　トップリーグ発足
初年度10位(参加12チーム)

●2004-2005(H16)　トップリーグ11位
トップウェストへ自動降格

●2007-2008(H19)　トップウェストAリーグ優勝
トップリーグへ昇格

●2017-2018(H29)　トップリーグ16位
トップチャレンジへ自動降格

●2011-2012(H23)　トップリーグ5位(過去最高順位)

●2020-2021(R2)　トップチャレンジリーグ2位
プレーオフトーナメント9位タイ

●2019(R1)　ラグビーワールドカップ日本大会開催
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会社・チームの代表として、人や社会から
愛され、尊敬され、憧れられ、信頼され、誇
りに思われ、また地域社会やラグビー界に
貢献できる存在になることを目指す。

●2021-2022(R3)　リーグワン発足

Division2優勝、Division1へ昇格

チーム名を刷新
「花園近鉄ライナーズ」に
ロゴ・エンブレムを刷新



チーム概要

ホームグラウンド 東大阪市花園ラグビー場

クラブハウス

一志寮

花園ラグビー場は昭和4年、日本最初のラグビー専用
グラウンドとして開場しました。全国高校ラグビーフッ
トボール大会、ジャパンラグビートップリーグをはじめ
数多くの国際試合など、ラガーマンの檜舞台にふさわ
しい約2万5千人収容のスタジアムです。2019年に開
催されたラグビーワールドカップ日本大会（9/20～
11/2）では計4試合の試合会場となりました。

チームや選手がミーティ
ングをしたり、試合レビ
ューや練習後の映像を
見たりする部屋です。

ミーティングルーム

選手が着替えなどをする
部屋です。

ロッカールーム

選手が日々ウエイトトレ
ーニングを行っている部
屋です。

ウェイトルーム

最新の治療器具を揃え
た、選手の身体のケアを
行う部屋です。

メディカルルーム

ライナーズ独身選手専用
の寮です。食事はチーム
の管理栄養士が作った
メニューをもとに提供さ
れています。

松本 和之 寮長 大西 義和 料理長
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チーム概要

公式ジャージ 1stジャージ

公式ジャージ 2ndジャージ

長い伝統と歴史があり、エンジと紺をベースにした横縞（段
柄）のデザインはチーム創設後に初めてジャージを作った
時から現在まで変わっておりません。
現在のジャージには、左胸に2021年度より刷新した新し
いエンブレムを、右胸にトップパートナー「なの花薬局」のロ
ゴを入れています。背面にも同じくトップパートナー「カワモ
リ産業」のロゴを上部に、「バンテリン」を下部に入れるほか、 
パンツにも各パートナー名をあしらっています。

１ｓｔジャージと対をなす、白を基調とした２ｎｄジャ
ージ。今シーズンはビジター戦や練習試合にて着用し
ました。
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チーム体制

PR
佐々木 駿
1989/3/6
日本体育大学/富山工業高校

SH
佐原 慧大
1995/8/19
愛知学院大学/洛北高校

SH
ウィル・ゲニア
1988/1/17
ブリスベンボーイズカレ
ッジ

SH
中村 友哉
1998/6/25
東海大学/伏見工業高校

SH
人羅 奎太郎
1998/12/11
同志社大学/
東海大付属仰星高校

SH
河村 謙尚
1999/10/14
早稲田大学/常翔学園高校

SO
野口 大輔
1993/6/14
東海大学/
東海大学付属仰星高校

ステイリン パトリック
1992/12/15
拓殖大学/セントトーマス
オブカンタベリーカレッジ

SO/CTB SO
クウェイド・クーパー
1988/4/5
アングリカンチャーチグラマ
ー高校

HO
金子 惠一
1996/8/19
中央大学/東福岡高校

LO
ワイマナ・カパ
1998/2/9
マウントアルバートグラマ
ースクール
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FL
宮下 大輝
1999/8/10
立命館大学/報徳学園高校

PR
浅岡 勇輝
1992/10/23
京都産業大/京都外大高

PR
田中 健太
1994/2/3
明治大学/大阪桐蔭高校

PR
三竹 康太
1996/4/28
立命館大学/大阪桐蔭高校

PR
文 裕徹　
1999/2/9
同志社大学/大阪朝鮮高級学校

PR
才田 修二
1988/8/14
同志社大学/東福岡高校

PR
豊田 大樹
1988/11/13
日本大学/近畿大学附属高校

PR
レイルア マーフィー
1988/12/2
山梨学院大学/
デ・ラ・サールカレッジ

PR
シラ・プアフィシ
1988/4/15
トンガカレッジ

PR
イエレミア・マタエナ
1995/9/3
摂南大学/
ケルストンボーイズ高校

PR
前田 龍佑
1989/7/2
帝京大学/上宮太子高校

PR
李 城鏞
1995/4/28
帝京大学/大阪朝鮮高級学校

PR
高橋 虎太郎
2000/2/23
天理大学/報徳学園高校 

PR
ラタ・タンギマナ
1998/1/23
日本文理大学/
トンガカレッジ

HO
樫本 敦
1988/2/19
摂南大学/大商学園高校

HO
松田 一真
1998/8/22
流通経済大学/常翔学園高校

HO
マヒナ・アルファネスタ
2000/10/28
ブリスベンステートハイ
スクール

LO
松岡 勇
1984/5/1
大阪体育大学/神戸甲北高校

LO
サナイラ・ワクァ
1995/7/17
ヘースティングスボーイ
ズ高校

LO
尾上 俊光
1994/8/6
明治大学/尾道高校

LO
 サム・トムソン
1994/1/23
ケルビンサイドアカデミー 
ウースター大学

LO
パトリック・タファ
1999/7/19
ブリスベンステートハイ
スクール

FL/No.8
野中 翔平
1995/11/17
同志社大学/
東海大学付属仰星高校

FL
菅原 貴人
1996/9/22
帝京大学/御所実業高校

FL/No.8 FL
丸山 尚城
1996/3/10
同志社大学/茗溪学園高校

FL/No.8
ツポウ テビタ
1991/9/26
大東文化大学/
日本航空学園高校石川

FL
横井 隼
1997/7/29
東海大学/石見智翠館高校

FL
上山 黎哉
1999/9/28
帝京大学/大阪桐蔭高校

FL/No.8
ジェド・ブラウン
1991/3/12
バーンサイドハイスクー
ル

FL

LO/FL
セル ホゼ
1991/2/9
マヌカウ工科大学/
デラセルカレッジ

FW
フォワード

BK
バックス

SO
吉本 匠
1997/11/16
立命館大学/常翔学園高校

CTB/WTB
森田 尚希
1986/8/5
同志社大学/啓光学園高校

CTB/WTB
矢次 啓佑
1991/8/13
流通経済大学/萩商工高校

CTB
小野木 晃英
1997/7/31
東海大学/
大阪産業大学附属高校

CTB
岡村 晃司
1998/6/12
帝京大学/御所実業高校



チーム体制

STAFF スタッフ

中川 善雄部長 主務 徳丸 孝太
ゼネラルマネージャー 飯泉 景弘 村下 雅章副務・MD

吉村 太一チームディレクター 広報・集客 草野 雅人
ヘッドコーチ 水間 良武 永下 安武マーケティング・プロモーション
アタックコーチ 重光 泰昌 コミュニケーションディレクター 原田 祐馬

太田 春樹FWコーチ 北村 一真採用
佐藤 幹夫スキルコーチ・アカデミーコーチ セールスマネージャー 伊藤 太進
奥田 英二チーフアナリスト 平尾 祥一セールス

メディカルトレーナー 薦田 大地 篠原 和幸チームドクター

石辻 真吾メディカルトレーナー チームドクター 堤 眞悟

向井 淳也コーディネーターハイパフォーマンスマネージャー ルイス・ダリモア
田中 かおり庶務寺田 京太ヘッドS＆Cコーチ 

メディカルトレーナー 山下 明宏 チームドクター 西川 賢吾
理学療法士 疋田 佳希 寮長 松本 和之

樋口 日向国際コーディネーター兼通訳 SNS担当広報 ラビナー

成田 厚子管理栄養士
前田 啓子通訳 マスコットキャラクター ライナマン

WTB/FB
南藤 辰馬
1990/7/19
帝京大学/伏見工業高校

WTB/FB
ジョシュア・ノーラ
1996/6/11
西シドニー大学/
セントパトリックスカレッジ

WTB
髙野 蓮
1996/7/19
同志社大学/東福岡高校

CTB/WTB
片岡 涼亮
1997/10/22
立命館大学/
流通経済大学付属柏高校

WTB/FB
セミシ・マシレワ
1992/6/9
フィールディング高校

木村 朋也
1998/4/4
帝京大学/伏見工業高校

林 隆広
2000/2/3
東海大学/石見智翠館高校

FB/WTB
リエキナ・カウフシ
1998/1/24
日本文理大学/
トンガカレッジ

WTBWTB FB
竹田 宜純
1991/4/29
帝京大学/御所実業高校
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普及 タウファ 統悦アナリスト・レフリー 齊野 翔

CTB/WTB
シオサイア・フィフィタ
1998/12/20
天理大学/
日本航空高校石川

CTB/WTB
トゥキリ ロテ
1987/11/12
白鷗大学/
マリストブラザーズ高校

CTB/No.8
ヴィンセント・セフォ
2003/6/6
ブリスベンステートハイスク
ール

チームドクター 吉矢 晋一チーフメディカルトレーナー 永吉 浩太



活動記録

7月

9月
8月

10月

12月

1月

3月
2月

4月

5月

・7月1日 新体制発表
 水間良武ヘッドコーチの元、2021-2022シーズン
 が始まる
・7月26日 ファーストミーティングの実施
 チームビルディングとして生駒山登山

・プラクティスマッチ開催
 12月4日 vs江東ＢＳ　12月11日 vsＳ東京ベイ
 12月24日 vsＲＨ大阪

・12月12日 オフィシャルサポートソング完成
  アーティスト「HAND DRIP」とコラボレーション

・12月20日 NTTジャパンラグビーリーグワン2022
 開幕直前メディアカンファレンス開催

・1月10日～4月10日 
 ジャパンラグビーリーグワン 2022 ディビジョン2
 第1節～10節開催

・1月20日 花園近鉄ライナーズ オフィシャル・ファンブック発売
・1月22日 ライナーズトンガ支援募金実施
・1月22日～ホームゲーム時 「花園ハッピーパーク」開催

・5月8日 順位決定戦第2節にて相模原ＤＢを破り、
 ディビジョン2優勝＆ディビジョン1昇格を果たす

・5月14日 ファン感謝祭、チーム納会の開催

・5月23日 東大阪市・野田義和市長に表敬訪問
 ならびに優勝・昇格報告会

・花園近鉄ライナーズ チアダンスアカデミー開校
・4月1日ライナーズ公式LINE 新アカウント開設
・4月30～5月8日 
 NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン2 
 順位決定戦開催
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２０２2２０２2

２０２1２０２1

・9月2日  チームスローガン、キャプテンを発表
 野中翔平選手をキャプテンとし、「近鉄漢」を
 スローガンとする

・プレシーズンマッチ開催
 10月2日 vsＲＨ大阪　10月24日 vsＳＡ浦安
 10月30日 vs三重Ｈ　 

11月 ・11月1日 「LINERS FAN CLUB」募集開始
・定期戦開催
 11月27日 vsＢＲ東京
・11月25日 ジョイントハンズ花園結成
 東大阪市・野田義和市長に表敬訪問

・10月2日 新ロゴタイプ・エンブレム・マスコット
 キャラクターを発表



活動記録

花園ハッピーパーク

ライナーズのホストゲームにて、スタジアム前をお祭り
にする「花園ハッピーパーク」。シーズン中開催するホ
スト全試合にて実施しました。ゲーム観戦だけでなく、
地域を巻き込んだイベントとして盛り上がりました。
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1/22 vs三重Ｈ 出店一覧(全開催日 順不同)
大阪産(もん) 大阪糖菓/ぜん/大山畜産/前村食品/マルミベーカリー/瓢月堂/
KANSOテクノス/夢笑喜/はっぴいおかん/亀屋茂廣/魚竹蒲鉾店/しきファーム

アスマイル OSAKA SPORTS PROJECT
チャリティ ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン/YMCA
都市魅力PRブース 東大阪市
ステージ アンデス物流
キッチンカー BURGER SUEO/ 空とぶからあげ/Cope Stand/
　　　　　　　　  食品デザイン/chioise/Y’s Crepe/㐂一/みや壱

東大阪グルメ カレーパンショップ MASARA/ベーカリートレント/
お野菜料理ふれんちん/お菓子の工房カランリーヌ/Caprice Cafe/ジョージベーカリー 

アパレル販売 大住産業 COCORO UNITED
サッカー体験 FC大阪
野球体験 06BULLS
紙工作ワークショップ マツダ紙工業 
ねじワールドカップ 週刊ひがしおおさか 
クラフトビール販売 大和醸造
ラグビー体験 花園近鉄ライナーズ
展示 中消防署/河内警察/JAF
ミニ法律相談会 大阪弁護士会

スペシャルトークショー
HAND DRIP ミニライブ
ライナマンお披露目

3/6 vsＳＡ広島
選手トークショー
HAND DRIP ミニライブ
体験ブーススタンプラリー

4/1 vs日野ＲＤ
「夜のハッピーパーク」開催

オープニングトーク
HAND DRIP ミニライブ
東大阪応援 地元店舗出店

4/30 vs三重Ｈ
「子どものハッピーパーク」開催

マッスルチャレンジ＆コンテスト
マスコット紹介＆PR
瓢箪山PRステージ
車両展示コーナー
ラビナーカフェ
プラ板・ぬりえコーナー

3/12 vs相模原ＤＢ
リベンジャーズフェス
(DJステージ/プレゼンバトル/観戦コーデ対決)

体験ブーススタンプラリー

2/19 vs釜石ＳＷ
新加入選手お披露目会
ジョイントハンズ花園体験会
U24推しメン投票



活動記録

社内向けイベント実施

12月4日に開催された清水建設江東ブルーシャーク
ス戦にて、近鉄グループの社内向けイベントを開催。ス
タジアムやクラブハウスの見学、ラグビー体験、試合前
ウォーミングアップの補助、選手を送り出す花道への
参加など充実のイベントとなりました。
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ファン感謝祭・納会

5月14日、2021-2022シーズンを締めくくる「ファン
感謝祭」を開催。ライナーズファンクラブ会員様を対象
に実施し、総勢581名の方にお越しいただきました。
また、感謝祭後はチーム納会を実施。関係者の皆さま
やライナーズファンクラブダイヤモンド会員のみなさま
とともにシーズンを締めくくりました。

表敬訪問・報告会

5月23日、東大阪市役所本庁舎にて東大阪市野田義
和市長に表敬訪問。その後、ディビジョン2優勝・ディ
ビジョン1昇格報告会を行いました。

アンケートの実施

シーズン終了後、満足度アンケートを実施。
WEB上で実施し、総数626件の回答をいただきました。



外部連携

レベルズとの連携

ジョイントハンズ花園の結成

DMHCとのパートナーシップ協定

近鉄ライナーズは、持続的なチーム強化を目的とするためメルボ
ルンレベルズとパートナーシップ契約を2019年より結びました。
今シーズンは開幕前や昇格時などに、SNSを通じたメッセージ交
換を行いました。

花園を本拠地としているサッカーチームFC大
阪、野球チーム06BULLSとともに、 東大阪市
民の健康増進とスポーツを通じた地域活性化
を図る目的で、 「ジョイントハンズ花園」 を結
成。 11月25日（木）には東大阪市の野田義和
市長に表敬訪問しました。
今シーズンは試合でのイベント開催などともに
行いました。
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公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チ
ャリティーズ・ジャパン(DMHC)とのパートナ
ーシップ協定を結びました。今シーズンはホス
トゲーム開催時における寄付活動・支援や、順
位決定戦第2節を「ドナルド・マクドナルド・ハウ
ス スマイルマッチ」として開催し、選手が試合に
DMHCの靴下を履いて出場しました。

大阪府環境農林水産部との事業連携協定

大阪産（もん）の普及、食とスポーツを通じた
地域活性化において相互の発展のため、大阪
府環境農林水産部と協定を締結しました。今
シーズンはジャージ右袖への大阪産(もん)ロ
ゴを掲出するほか、「花園ハッピーパーク」での
PRを行いました。



パートナー

パートナー＆サプライヤー

スポンサーを募集し、37社のパートナー＆サプライヤーにご協力いただきました。

競合他社排除権
公式ジャージ・パンツへのロゴ掲載

記者会見ボード掲出権
ポスター・ゲームデイチラシロゴ掲出権
正面玄関ウェルカムボード掲載権

パートナー呼称権
チームロゴ使用権
プレミアム商品優先購入権
パートナーシートご招待権
練習見学

オフィシャルパートナーパーティー参加権

チームSNSへの御社情報及び商品掲載権
公式HPへリンクバナー・社名テキスト掲載権

ホストゲーム前ウエルカムイベント参加権
ホストゲームVIPルームでの観覧権

選手肖像権使用権

パートナー権益
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サプライヤー

トップパートナー

オフィシャルパートナー

ゴールドパートナー

プラチナパートナー



パートナー

マッチスポンサー

コラボブース出店

企業説明会への出演

2月19日開催の公式戦第5節釜石シーウェイブス戦にお
いて、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社様がマ
ッチスポンサーに。
「レモンで大阪を元気に！＃みんながんばレ ポッカサッポ
ロサンクスマッチ」と題して、会場内での試合前イベントや
抽選会の開催などプロモーションを積極的に行いました。

4月30日開催の順位決定戦三重ホンダヒート戦「花園ハ
ッピーパーク」にて、「ライナーズたこやきバウム」を購入の
先着100名を対象に、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
株式会社様提供のドリンクと特製コースターがもらえる
「ラビナーカフェ」を実施。フォトスポットも設置しました。
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4月18日アンデス物流様の新卒向け企業説明会に普及担
当のタウファ統悦を派遣。就活中の学生に向けた講演会
「ラグビー日本代表　タウファ統悦から学ぶスポーツと仕
事」を行った。



2021-2022シーズン戦績

NTT ジャパンラグビーリーグワン2022 ディビジョン2 レギュレーション

６チームがホスト＆ビジターの２回戦総当たり形式で試合（各チーム10試合、内
ホスト５試合）。また順位決定戦として、前述の２回戦総当たりの結果による上位
３チームと下位３チームとに分かれて、それぞれ１回戦総当たり形式で試合（各チ
ーム２試合）を行います。この２試合での成績により、順位を決定します。

順位決定方法
①勝ち点
②勝利数
③①および②が同数であったチーム間の勝ち点
④①、②および③が同数であったチーム間の得失点差
⑤全試合の得失点差
⑥当該チーム間のトライ数
⑦全試合でのトライ数
⑧当該チーム間のトライ後のゴール数
⑨全試合でのトライ後のゴール数
⑩抽選
によって決定（①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様）。

＜勝ち点の考え方＞
付与される勝ち点は、勝ち４点、引き分け２点、負け０点。ただし、７点差以内
の負けは１点を付与。また、３トライ差以上での勝ちは追加で１点を付与。
なお、試合中止の判断がなされ、その代替試合の開催も不可能との判断に至
った場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点の取り扱いは以下の通
りとする。なお、別途定めるエントリー不充足のチームについては理由の如何
を問わず、責に帰すべき事由があるものとみなす。
１． 双方のチームの責に帰すべき事由によらず、不可抗力により
　  試合中止になった場合、双方のチームに２点を付与する
２．一方のチームの責に帰すべき事由により試合中止になった場合、
　その帰責性のあるチームに勝ち点は付与されず、対戦チームに５点を付与する
３． 双方のチームの責に帰すべき事由により試合中止になった場合、
　  双方のチームに勝ち点は付与されない

1位 花園近鉄ライナーズ
2位 三重ホンダヒート  
3位 三菱重工相模原ダイナボアーズ
4位 日野レッドドルフィンズ
5位 釜石シーウェイブス
6位 スカイアクティブズ広島   

最終順位
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釜石シーウェイブス 花園近鉄ライナーズ 日野レッドドルフィンズ スカイアクティブズ広島 三重ホンダヒート 三菱重工相模原ダイナボアーズ

入替戦レギュレーション

以下のチーム間において２回戦で試合を行う。それぞれのチーム間で、上位と
なったチームは翌シーズンのディビジョン1に参加し、下位となったチームは
翌シーズンのディビジョン2に参加する。
１． ディビジョン1の10位とディビジョン2の３位
２． ディビジョン1の11位とディビジョン2の２位
３． ディビジョン1の12位とディビジョン2の１位

翌シーズンのカンファレンス分け
翌シーズンのディビジョン1カンファレンス分けに今シーズンの順位を用いる
場合、ディビジョン1の順位にディビジョン2の順位が次ぐものとする。

①勝ち点
②勝利数
③得失点差
④トライ数
⑤トライ後のゴール数
によって決定する。（①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同
様とする。）。①から⑤により順位が決しない場合、ディビジョン1所属チーム
を勝者とする。勝ち点の考え方は第４条に準ずるものとする。

＜方式の変更＞
ディビジョン1に参加するチームにおいて、やむを得ない事由により、翌シーズ
ンのディビジョン1に参加しないこと理事会が認めたチーム（以下「翌シーズ
ン不参加チーム」という）が生じた場合、以下の対応を行う。
１．ディビジョン2またはディビジョン2トーナメントの１位から順に、翌シー
ズン不参加チームと同数の順位までのチームは、ディビジョン1/2入替戦に
参加することなく、翌シーズンのディビジョン1に参加する。当該チームを「D1
自動昇格チーム」という。
２．ディビジョン2またはディビジョン2トーナメントの１位から3位までのチ
ームのうち、前号のD1自動昇格チームを除くチームは、ディビジョン1/2入
替戦に参加する。なお、４位以下のチームは、いかなる場合もディビジョン
1/2入替戦に参加しない。
３．翌シーズン不参加チームを除き、ディビジョン1またはディビジョン1トー
ナメントの最下位から順に、前号のディビジョン1/2入替戦に参加するチー
ムと同数の順位までのチームは、ディビジョン1/2入替戦に参加する。
４． 前１号から３号のほか、方式の変更に際して必要な事項は、別途理事会が
定める。

ライナーズは最終順位1位となり、
ディビジョン2優勝、ディビジョン1へ自動昇格。

順位決定方法



2021-2022シーズン戦績
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1月10日(月祝)13:00

日付節 対戦チームK.O. 場所スコア

三菱重工相模原ダイナボアーズ 14-25 秩父宮ラグビー場(東京)

1月22日(土) 12:00 三重ホンダヒート 62-10 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

2月6日(日) 12:00 スカイアクティブズ広島 50-19

67-22

広島総合運動公園(広島)

観客数

5305人

1973人

428人

2月12日(土) 12:00 日野レッドドルフィンズ 秩父宮ラグビー場(東京) 2024人

61-212月19日(土) 12:00 釜石シーウェイブス 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 1697人

76-123月6日(日) 14:30 スカイアクティブズ広島 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 1848人

10-153月12日(土) 14:30 三菱重工相模原ダイナボアーズ 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 2678人

40-303月20日(日) 14:30 三重ホンダヒート 鈴鹿スポーツガーデン(三重) 1441人

24-214月1日(金) 19:00 日野レッドドルフィンズ 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 3718人

98-124月10日(日) 12:00 釜石シーウェイブス 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手) 1335人
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4月30日(土) 14:30

日付節 対戦チームK.O. 場所スコア

三重ホンダヒート 47-17 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

5月8日(日) 12:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ 34-22 秩父宮ラグビー場(東京)

2

3

3233人

5731人

順
位
決
定
戦

10月2日(日) 14:30

日付 対戦チームK.O. 場所スコア

NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 26-33 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

10月9日(土) 13:00 豊田自動織機シャトルズ愛知 29-60 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

10月24日(日) 14:00 NTTコミュニケーションズ
シャイニングアークス東京ベイ浦安 21-33

48-12

東大阪市花園ラグビー場(大阪)

観客数

1050人

500人

10月30日(土) 13:00 三重ホンダヒート 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 500人

22-4211月27日(土) 13:00 リコーブラックラムズ東京 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

50-1912月4日(土) 13:00 清水建設ブルーシャークス 東大阪市花園ラグビー場(大阪)

38-4512月11日(土) 12:00 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 東大阪市花園ラグビー場(大阪) 1317人

12-3112月24日(金) 14:30 NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 ヨドコウ桜スタジアム(大阪) 1018人

33-312月20日(日) 13:30 静岡ブルーレヴズ ヤマハ大久保グラウンド(静岡) 無観客

定期戦

練
習
試
合



普及育成活動/社会貢献活動
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トップアスリートふれあい事業

ラグビーのまちスクラム事業

大阪府の主導で「トップアスリート小学校ふれあい事
業」を実施。直接スポーツ選手と触れ合うことで、小学
生がスポーツの素晴らしさや感動を共有し、夢や希望
を与え、スポーツに親しむ態度や習慣を身につけても
らうことを目的に、普及担当のタウファ統悦が小学校
に出向き、ラグビー体験を実施しました。
毎回テーマを設け、ゲームを通じて学校生活にも活か
してもらえる内容となりました。

訪問校(全15校)

大阪市立舎利寺小学校
大阪市立南大江小学校
大阪市立上福島小学校
大阪市立岸里小学校
大阪市立海老江東小学校
大阪市立清水丘小学校　ほか

ホームグラウンドのある東大阪市の学校・教育機関へ
訪問する、東大阪市との連携事業。ラグビー体験や講
話を通して地域の子どもたちにラグビーの楽しさや将
来を考えるきっかけを作りました。

訪問校(全10校)

東大阪市立英田南小学校
東大阪市立孔舎衙東小学校
東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校前期課程
東大阪市立枚岡中学校　ほか

ライナーズ絆プロジェクト

訪問先と継続して関係を築いていくことを目的とし、ラ
イナーズ⇔訪問先との双方向コミュニケーションの形
成を目指すライナーズの事業。大阪・関西を中心にタウ
ファ統悦普及担当が小学校などの教育機関を訪問し、
ラグビー体験や講話を実施。



普及育成活動/社会貢献活動
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愛ガード運動

地域の安全な登下校を見守る「愛ガード運動」。
選手・スタッフが英田北小学校・英田南小学校・玉川
小学校・枚岡西小学校地区の登校時間に合わせて
信号前や危険のある道路に立ち、あいさつをしなが
ら登校時間を見守りました。

トンガ募金活動

フンガ・トンガ＝フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火
により、トンガ王国が被災したことを受け、1月22日
開催の三重H戦会場にて募金活動と国旗の配布を
実施しました。最終支援金総額2,241,425円が集
まり、トンガへ送金しました。
また、2月12日の日野RD戦ではSNSを通じてトン
ガへのエールも送りました。

清掃活動

ホームスタジアム周辺の清掃活動を定期的に実施。
12月1日には英田南小学校6年生と一緒にスタジア
ム内の清掃を行い、ゴミ拾いや座席を磨きました。

体験会イベント実施

ホームゲームの3月12日相模原DB戦・4月30日の三重
H戦試合前、花園第1グラウンドにて初心者向けのラグ
ビー体験会を開催。未就学児から大人まで、5つのコー
スを用意し現役選手・スタッフがコーチングしました。

初心者向けラグビー体験会 



アカデミー事業
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ライナーズアカデミー

10月2日U10、U12クラスは紅
白戦、U15のクラスはNTTドコ
モレッドハリケーンズ大阪のア
カデミーチームと対戦しました。

花園ラグビーの日制定記念イベント
エキシビジョンマッチ

2020年からHOS株式会社と共同で開校した「
HOS×LINERSアカデミー」。ライナーズのスタッフが
指導し、スキルアップやコミュニケーションスキル、リー
ダーシップを育み、各所属チームや地域へ還元すること
で地域のラグビーレベル向上に貢献しています。

ライナーズチアダンスアカデミー

日新高校への指導

4月より、小中学生を対象にしたチアダンスアカデミー
を開校。ライナーズとファン、地域を繋げる存在になる、
人との繋がりを大事にするチアリーダーになって欲しい
との願いから「LINKS(リンクス)」と名付け、花園のホス
トゲームで定期的にパフォーマンスを行い会場を盛り
上げライナーズの勝利に貢献していきます。

東大阪市立日新高校の放課後の部活動指導者不足を
解消するため、ライナーズコーチ陣が地元の学校の部活
動を支援する取り組み。今シーズンは高校グラウンドに
て中学生を対象にラグビークリニックを実施するなど、
新たな試みも行いました。

花園中央公園多目的球技
広場(トライスタジアム)に
て、「ライナーズカップ
2022」を開催しました。

ライナーズカップ2022



ファンサービス活動

2021年11月1日～募集開始

募集期間

ダイヤモンド会員(50名限定) 完売
ゴールド会員
レギュラー会員
キッズ会員(小学生・中学生)

種別

LINERS FAN CLUB 2022
2003年度に設立したファンクラブ「近鉄ライ
ナーズ・サポーターズクラブ」をリニューアル
し、「LINERS FAN CLUB」として新たにス
タートを切りました。
4種類の会員種別からの選択制で、ライナー
ズの新たな試みとしてご好評いただいていま
す。

申し込み方法

WEB申し込みフォームにて

会員限定企画

5月14日、ファン感謝祭
にご招待しました。また、
ダイヤモンド会員様に限
りその後の納会にもご参
加いただきました。

ファン感謝祭＆納会

5月14日、キッズ会員様
に向けたラグビー体験会
を開催しました。

ラグビー体験会
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ファンサービス活動

試合会場、オンラインショップやイベント会
場にて、グッズ販売をいたしました。
先行販売や特別価格の優待が受けられる
ファンクラブ会員向けと、一般向けの2種を
リリースし、多くの方にご利用いただきまし
た。

デイパック
ブラック/ネイビー
4,950円（税込）

シェルパーカー
9,900円（税込）

プラサーモカフェマグ
レッド/ネイビー
1,485円（税込）

キーホルダー ライナマン
594円(税込)

キーホルダー ラビナー
594円(税込)

モバイルリングホルダー
990円（税込）

ライナーズたこ焼きバウム
648円（税込）

ハンドタオル
1,485円（税込）

トートバッグ
ナチュラル/ブラック
2,475円(税込み)

※価格はすべて会員価格です。
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オーセンティックジャージ
1st/2nd 背番号あり/なし
31900円（税込）～

レプリカジャージ
1st/2nd 背番号あり/なし
15400円（税込）～

2022シーズン新商品

オリジナルグッズ販売

ウォームアップレプリカTシャツ
5,445円(税込)
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SNS企画

オフィシャルファンブック

花園近鉄ライナーズの魅力がつまった「花
園近鉄ライナーズ オフィシャル・ファンブッ
ク」が、2022年1月20日(木)ぴあ株式会
社から販売されました。ライナーズファンク
ラブダイヤモンド会員・ゴールド会員の方
には会員特典として同ファンブックを進呈。
また、東大阪での書店「栗林書房」にて出版
記念イベントも開催しました。

4月1日から、ファンの皆さんによりコ
ンテンツを楽しんでいただくために公
式LINE新アカウントを開設。LINE限
定企画やサービスなどを企画実施し
ました。

東大阪の飲食店でお得なサービ
スが受けられるLINE限定企画

LINE登録者限定大抽選会 LINE限定投票企画
あなたの選ぶベストトライ/MVP

LINE限定投票企画
ライナーズ対抗きゅんきゅん選手権

ID:@243zidtm

公式Twitter ＠liners_players

2019年から開始し、シーズン
終了フォロワー1万人を突破。
速報性の高い情報を提供中。

@hanazono_kintetsu_liners

2016年から開始し、現在フォロワー
数１.４万人。試合以外での選手の素顔
などオフショットも多く掲載中。
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公式Youtube

2019年より、公式YoutubeチャンネルによるLIVE配信や動画コンテ
ンツの配信を実施。Youtube限定企画などのコンテンツを提供中。

10/2 プレシーズンマッチ 
vsNTTドコモレッドハリケーンズ大阪

ハナキンライナーズTV
選手の素顔や普段の様子を紹介

Player’s voice
試合前/後の選手の声

10/9 プレシーズンマッチ 
vs豊田自動織機シャトルズ愛知

11/27 定期戦
VSリコーブラックラムズ東京

10/30 プレシーズンマッチ
vs三重ホンダヒート

12/11 プレシーズンマッチ
vsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ

ライブ配信

動画配信
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イベント参加

9月22日、花園周辺の清
掃活動と近鉄東花園駅
でのセレモニーに参加。

「花園ラグビーの日」
制定イベント

11月21日、あべの・天王
寺エリアの地域連携イベ
ントに参加しました。

ええやんまちフェス
まるっと文化祭

11月21日、橿原公苑に
て開催されたイベントに
特別参加しました。

関西小学生スポーツ交流大会
タグラグビー大会 12月5日、日本ラグビー

フットボール協会が主導
するタグラグビー教室に
ゲストコーチとして参加。

AIG Tag Rugby Tour

12月19日、地域イベント
にトークショーのゲスト
として参加しました。

フレスポ長田
Sports Xmas

1月16日、スポーツ体験
にゲスト出演しました。

大阪スポーツコミッション
設立記念イベント

3月26日、地域イベント
にトークショーのゲスト
として参加しました。

フレスポ長田
ハッピーパーク 4月17日、関西ラグビー

フットボール協会主催大
会にてトークショー、場
内放送、抽選会に参加。

関西セブンズフェスティバル

4月24日、チームチラシ
配布とグッズ販売で出展
しました。

秩父宮みなと
ラグビーまつり2022
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メディア露出

3月11日、近鉄ケーブル
ネットワークの特別番組
に出演しました。

HANAZONO KINTETSU 
LINERS　情報STATION

特別展

2022年ディビジョン2優勝とディビジョン１昇格決定を
記念し、花園ラグビーミュージアムにて特別展を開催。

花園近鉄ライナーズ
Ｄ２優勝＆Ｄ１昇格特別展

5月3日、近鉄ケーブルネ
ットワークの番組『Kスタ
!』に出演しました。

Kスタ!



花園近鉄ライナーズ

大阪府東大阪市松原南１-1-1　東大阪市花園ラグビー場内　




