【第２7 回東日本中学生ラグビーフットボール大会(ラグビースクールの部）】
【第1回戦リーグ】

【準決勝リーグ】

【決勝戦･順位戦】

第1地区 北海道 (1枠)

11月17日 （土曜日）

11月18日 （日曜日）

北海道スクール選抜
1回戦は地域シード(本年度までの時限的措置)

第2地区 東北･上越 (1枠)
東北スクール選抜

【3チームリーグ戦】

青森･秋田･岩手･山形･宮城５県

10月20日(土曜日)
新潟県スクール選抜
福島県福島市
あずま運動公園ラグビー場
福島県スクール選抜

東京都府中市
(株)東芝府中事業所

多摩東公園市立陸上競技場

《注意》 会場へは

《注意》 会場へは

公共交通機関をご利用下さい。
自家用車での入場は出来ません。
入退場時はジュニア大会の為に入場
したい旨、申し出ること。グランド以外
の地域への立ち入りは禁止です。
事業所内は全て禁煙です。

公共交通機関をご利用下さい
自家用車での来場は出来ません。

〔交通機関〕

[ 第1試合 10:00KO ]

東京都多摩市

新潟 ○39ー0● 福島

武蔵野線北府中駅徒歩5分
京王線分倍河原駅徒歩15分

[ 第2試合 12:00KO ]

JR南武線分倍河原駅徒歩15分

会場内は禁煙です。
〔交通機関〕

小田急多摩線永山駅、或いは
京王相模原線永山駅バスで6分
諏訪4丁目行き終点下車徒歩4分
タクシーで諏訪4丁目バス停まで

740円程度

東北 ●5ー57○ 新潟
[ 第3試合 14:00KO ]

〔準決勝リーグA〕

東北 ○51ー0● 福島

第3地区 東関東 (1枠)

【第5位順位戦】
第１地区代表
北海道スクール選抜

茨城県スクール選抜

【3チームリーグ戦】

10月21日(日曜日)

第３地区代表
千葉県スクール選抜

栃木県烏山市
森山花水木公園ラグビー場

第５地区第一代表
東京都スクール選抜

[ 第1試合 10:30KO ]

[第1試合] 10:30KO
北海道 対 東京都
●5－98○
[第2試合] 12:10KO
北海道 対 千葉県
●7－57○
[第3試合] 13:50KO
東京都 対 千葉県
○81－0●

栃木県スクール選抜

9:30KO
準決勝リーグA3位

7

北海道スクール選抜

準決勝リーグB3位
群馬県スクール選抜

49

千葉県スクール選抜
栃木 ●0－30○ 茨城
[ 第2試合 12:00KO ]

茨城 ●0－55○ 千葉
[ 第3試合 13:30KO ]

千葉 ○81－0● 栃木

第4地区 信越･西関東 (1枠)
長野県スクール選抜

【第3位決定戦】
10:20KO
準決勝リーグA2位

26

千葉県スクール選抜

準決勝リーグB2位
新潟県スクール選抜

7

【3チームリーグ戦】
〔準決勝リーグB〕

10月21日(日曜日)
群馬県スクール選抜
群馬県桐生市
さくら遊園ラグビー場
埼玉県スクール選抜
[ 第1試合 10:00KO ]

第２地区代表
新潟県スクール選抜
第４地区代表
群馬県スクール選抜

【決勝戦】
11:10KO
準決勝リーグA1位

12

東京都スクール選抜

群馬 ○53－5● 長野
[ 第2試合 11:15KO ]

長野 ○31－5● 埼玉

第5地区第二代表
神奈川県スクール選抜

準決勝リーグB1位
神奈川県スクール選抜

24

[ 第3試合 12:30KO ]

埼玉 ●0－78○ 群馬

第5地区 南関東 (2枠)
東京都スクール選抜

神奈川県スクール選抜

【3チームリーグ戦】
山梨県出場辞退で
東京神奈川が準決勝へ

[第1試合] 11:20KO
新潟県 対 神奈川県
●5－27○
[第2試合] 13:00KO
新潟県 対 群馬県
○32－12●
[第3試合] 14:40KO
群馬県 対 神奈川県
●7－43○

優 勝

神奈川県スクール選抜

準優勝

東京都スクール選抜

第三位

千葉県スクール選抜

敢闘賞

新潟県スクール選抜

努力賞

群馬県スクール選抜

努力賞

北海道スクール選抜

山梨県スクール選抜

第２地区 東北･上越 代表決定戦（１０月２０日）

第２地区代表 新潟県スクール選抜
第４地区 信越･西関東 代表決定戦（１０月２１日）

長野県スクール選抜 ＶＳ 埼玉県スクール選抜

群馬県・長野県・埼玉県各スクール選抜の選手

第４地区代表 群馬県スクール選抜
１１月１７日 準決勝リーグ ㈱東芝府中事業所グランド

北海道スクール選抜 ＶＳ 東京都スクール選抜

新潟県スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

北海道スクール選抜 ＶＳ 千葉県スクール選抜

新潟県スクール選抜 ＶＳ 群馬県スクール選抜

東京都スクール選抜 ＶＳ 千葉県スクール選抜

群馬県スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

１１月１８日 決勝戦・順位決定戦 多摩東公園市立陸上競技場

第５位順位戦 北海道スクール選抜 ＶＳ 群馬県スクール選抜

群馬県、北海道の両チームに努力賞が授与

第３位決定戦 千葉県スクール選抜 ＶＳ 新潟県スクール選抜

第５位順位戦 北海道スクール選抜 ＶＳ 群馬県スクール選抜

第３位決定戦 千葉県スクール選抜 ＶＳ 新潟県スクール選抜

第３位 千葉県スクール選抜 新潟県スクール選抜には敢闘賞が授与

決勝戦 東京都スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

決勝戦 東京都スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

決勝戦 東京都スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

決勝戦 東京都スクール選抜 ＶＳ 神奈川県スクール選抜

優 勝

神奈川県スクール選抜

準優勝

東京都スクール選抜

画像提供

オフィス エントリー様

