
　ALL FOR ONE, ONE FOR ALL　　ラグビーワールドカップ イントロクイズ　出題曲一覧

RK POOL 国旗 国名 出題曲／アーティスト 備考

ニュージーランド 新しいドア ～冬のひまわり～

新西蘭 ZARD

オーストラリア まわり道

豪太剌利 琴風豪規

南アフリカ共和国 南回帰線

南阿弗利加 堀内孝雄・滝ともはる
3 D スプリングボクス

A1 オールブラックス

2 C ワラビーズ

アイルランド 愛のメモリー

愛蘭 及川光博

イングランド 蒲公英

英蘭 19

フランス 野の仏

仏蘭西 吉田拓郎とLOVE2 ALL STARS

ウェールズ 威風堂々
7 D

5 B

6 A

4 C
アイルランド共和国と北アイ
ルランドの合同チーム

威爾斯 平原綾香

アルゼンチン 不自然なガール

亜爾然丁 Perfume

スコットランド 蘇州夜曲

蘇格蘭 小田和正

サモア ひとり薩摩路

薩摩亜 水森かおり

9 B

10 D

7 D

8 B

イタリア 伊勢佐木町ブルース

伊太利 青江三奈

日本 日本全国元気節

日本 さくらまや

トンガ Dreamcast

湯加 湯川専務

フィジー 裏切りの街角

13 A

14 D

11 C

12 A 例題曲

斐済 甲斐バンド

グルジア 建具屋カトーの決心　-儂がジジイになった頃-

具琉耳 さだまさし

カナダ ズビズビズー

加奈陀 森山加代子

アメリカ合衆国 すべてはホントでウソかもね

亜米利加 米米CLUB
17 C

15 B ライブヴァージョン（しかない）

16 A

14 D

ルーマニア 修羅場

羅馬尼亜 東京事変

ロシア Forever In Your Heart

露西亜 露崎春女

ナミビア 加納さんのいいんじゃないっすか

納米比亜 加納さん

ウルグアイ ノーサイド
22 ラグビー用語「ノーサイド」

19 C

20 D

18 B

宇柳具 松任谷由実

スペイン Try Me ～私を信じて～

西班牙 五木ひろし

香港 HOLDING OUT FOR A HERO

香港 Bonnie Tyler

ジンバブエ 約束

津巴布韋 渡辺徹

27 -
「スクールウォーズ」主題歌
「ヒーロー／麻倉未稀」の原曲

35 - 「ラガー」

22 - ラグビー用語「ノーサイド」

24 - ラグビー用語「トライ」

ツバル 泣かないで

津張 舘ひろし

世界ランキングは8月1日時点

- -
愛知県立千種高校ラグビー
部出身
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RUGBY WORLD CUP 2011　大会スケジュール

開催日 プール 会場

9月9日（金） A ニュージーランド vs. トンガ オークランド

9月10日（土） B スコットランド vs. ルーマニア インバーカーギル

9月10日（土） D フィジー vs. ナミビア ロトルア

9月10日（土） A フランス vs. 日本 オークランド

9月10日（土） B アルゼンチン vs. イングランド ダニーデン

9月11日（日） C オーストラリア vs. イタリア オークランド

対戦カード

9月11日（日） C オ ストラリア vs. イタリア オ クランド

9月11日（日） C アイルランド vs. アメリカ ニュー・プリマス

9月11日（日） D 南アフリカ vs. ウェールズ ウェリントン

9月14日（水） D サモア vs. ナミビア ロトルア

9月14日（水） A トンガ vs. カナダ ファンガレイ

9月14日（水） B スコットランド vs. グルジア インバーカーギル

9月15日（木） C ロシア vs. アメリカ ニュー・プリマス

9月16日（金） A ニ ジ ランド 日本 ハミルトン9月16日（金） A ニュージーランド vs. 日本 ハミルトン

9月17日（土） B アルゼンチン vs. ルーマニア インバーカーギル

9月17日（土） D 南アフリカ vs. フィジー ウェリントン

9月17日（土） C オーストラリア vs. アイルランド オークランド

9月18日（日） D ウェールズ vs. サモア ハミルトン

9月18日（日） B イングランド vs. グルジア ダニーデン

9月18日（日） A フランス vs. カナダ ネーピア

9月20日（火） C イタリア vs. ロシア ネルソン

9月21日（水） A トンガ vs. 日本 ファンガレイ

9月22日（木） D 南アフリカ vs. ナミビア オークランド

9月23日（金） C オーストラリア vs. アメリカ ウェリントン

9月24日（土） B イングランド vs. ルーマニア ダニーデン

9月24日（土） A ニュージーランド vs. フランス オークランド

9月25日（日） D フィジー vs. サモア オークランド9月25日（日） D フィジ vs. サモア オ クランド

9月25日（日） C アイルランド vs. ロシア ロトルア

9月25日（日） B アルゼンチン vs. スコットランド ウェリントン

9月26日（月） D ウェールズ vs. ナミビア ニュー・プリマス

9月27日（火） A カナダ vs. 日本 ネーピア

9月27日（火） C イタリア vs. アメリカ ネルソン

9月28日（水） B グルジア vs. ルーマニア パーマストン・ノース

9月30日（金） D 南アフリカ サモア オ クランド9月30日（金） D 南アフリカ vs. サモア オークランド

10月1日（土） C オーストラリア vs. ロシア ネルソン

10月1日（土） A フランス vs. トンガ ウェリントン

10月1日（土） B イングランド vs. スコットランド オークランド

10月2日（日） B アルゼンチン vs. グルジア パーマストン・ノース

10月2日（日） A ニュージーランド vs. カナダ ウェリントン

10月2日（日） D ウェールズ vs. フィジー ハミルトン

10月2日（日） C アイルランド vs. イタリア ダニーデン

10月8日（土） 準々決勝 C1位 vs. D2位 ウェリントン

10月8日（土） 準々決勝 B1位 vs. A2位 オークランド

10月9日（日） 準々決勝 D1位 vs. C2位 ウェリントン

10月9日（日） 準々決勝 A1位 vs. B2位 オークランド

10月15日（土） 準決勝 C1位・D2位勝者 vs. B1位・A2位勝者 オークランド

10月16日（日） 準決勝 D1位・C2位勝者 vs. A1位・B2位勝者 オークランド10月16日（日） 準決勝 D1位・C2位勝者 vs. A1位・B2位勝者 オ クランド

10月21日（金） 3位決定戦 vs. オークランド

10月23日（日） 決勝 vs. オークランド


