
第1地区　(北海道・北東北) 〔リージョナルリーグ1〕

(全て17分ハーフ)

10月15日(日)

＜主管：　北海道RFU＞

北東北スクール代表

青森県・秋田県

北東北 0 vs 62 北海道 (17分ハーフ)

[ Cグラウンド 10:00 ]

岩手県 45 vs 12 北海道  vs 長野県 α-①

岩手県 52 vs 0 北東北 [ Cグラウンド 12:00 ]

 vs 神奈川県

第2地区　(南東北・新潟県) 〔リージョナルリーグ2〕 [ Cグラウンド 14:00 ]

(全て17分ハーフ)  vs 茨城県 (17分ハーフ)

10月9日(日)

α-②

＜主管：　宮城県RFU＞

宮城県 12 vs 10 新潟県 [ Cグラウンド 10:50 ]

 vs 宮城県 (20分ハーフ)

新潟県 15 vs 10 福島県

第1地区　1位 [ Cグラウンド 12:50 ]

福島県 0 vs 66 宮城県  vs 東京都

[ Cグラウンド 14:50 ]

第3地区　(北関東) 〔リージョナルリーグ3〕  vs 岩手県

(全て17分ハーフ)

10月22日(日) (20分ハーフ)

＜主管：茨城県RFU＞

群馬県 25  vs 0 栃木県

栃木県 7 vs 20 茨城県 (20分ハーフ)

茨城県 19 vs 10 群馬県

第4地区　(南関東・長野県) 〔リージョナルリーグ4〕

(全て17分ハーフ)

10月15日(日)

(20分ハーフ)

＜主管：長野県RFU＞

長野県 10 vs 14 埼玉県

埼玉県 14 vs 31 千葉県

(17分ハーフ)

千葉県 3 vs 19 長野県 プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ 優勝

α-② 勝者

第1シード

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ 4位

α-① 敗者

第2シード

(20分ハーフ)

＜第23回全国ジュニア大会への推薦チーム予定(但し、確認審議後)＞

長野市千曲川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ

長野県スクール代表

カップ　２位　　　　　ｽｸｰﾙ第2代表

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 11:45 

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 11:45 

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 13：30 

(全て17分ハーフ)

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:50 　〔プレート3･4位決定戦〕

神奈川県スクール代表

カップ　優勝　　　　　ｽｸｰﾙ第1代表

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 2位

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 3位

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 3位

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 1位

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 1位

　〔第4代表決定戦〕

　〔カップ 優勝戦〕

1位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 1位

2位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 2位

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 13：30 

北東北スクール代表

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ14:10

　〔カップ5・6位決定戦〕

カップ　３位　　　　　ｽｸｰﾙ第3代表

   第4代表決定戦勝者       ｽｸｰﾙ第4代表　

第1位　宮城県ｽｸｰﾙ代表

第2位　新潟県ｽｸｰﾙ代表

第3位　福島県ｽｸｰﾙ代表

第1位　岩手県ｽｸｰﾙ代表

第2位　北海道ｽｸｰﾙ代表

第3位　北東北ｽｸｰﾙ代表

第1位　長野県ｽｸｰﾙ代表

第2位　千葉県ｽｸｰﾙ代表

第3位　埼玉県ｽｸｰﾙ代表

第1位　茨城県ｽｸｰﾙ代表

第2位　群馬県ｽｸｰﾙ代表

第3位　栃木県ｽｸｰﾙ代表

〔第1試合〕

〔第2試合〕

〔第3試合〕

〔第1試合〕

〔第1試合〕

〔第2試合〕

〔第3試合〕

栃木県スクール代表

宮城県スクール代表

茨城県スクール代表

4位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 4位

岩手県スクール代表

【ファーストステージ】

函館市根崎ラグビー場

〔第1試合〕

〔第2試合〕

〔第3試合〕

(全て17分ハーフ)

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 13:20

水戸市サッカーラグビー場

1位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 1位

2位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 2位

3位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 3位

北東北スクール代表

岩手県スクール代表

北海道スクール代表

〔第2試合〕

〔第3試合〕

【セカンドステージ】

(全て17分ハーフ)

群馬県スクール代表

※　Cｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの使用は11日(土)のみです。

第1地区　3位

福島県スクール代表

プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 4位

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 4位

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 3位

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 3位

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 2位

　〔プレート5･6位決定戦〕

C-①

3位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 3位

1位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 1位

2位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 2位

第2地区　3位

福島県スクール代表

第3地区　2位

群馬県スクール代表

(全て17分ハーフ)

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:50  

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ13:20 

4位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 4位

3位　プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 3位

第4地区　2位

千葉県スクール代表

D-①

D-④

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ11:40   

　〔カップ 3位決定戦〕

＜主管：　千葉県RFU＞

11月11日(土)

～ U15ジュニアラグビー都道県ラグビースクール代表および女子代表対抗～

兼：第23回全国ジュニアラグビーラグビーフットボール大会 ～ RSの部＆女子の部 東日本予選 

〔会場〕  A & Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ：千葉県総合スポーツセンター　　Cｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ：習志野自衛隊・演習場ラグビー場

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 2位

カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ B 2位

C-④C-③

新潟県スクール代表

石巻市総合運動公園フットボール場

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ C 1位

プレートｾﾐﾌｧｲﾅﾙ D 1位

1位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 1位

2位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 2位

3位　カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ A 3位

第2地区　1位

宮城県スクール代表

　〔プレート7･8位決定戦〕

　〔プレート 優勝戦〕

岩手県スクール代表

第2シード

東京都スクール代表

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ11:40  

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ14:10  

D-②

◆ 第37回東日本中学生ラグビーフットボール大会･スクールの部 女子の部　 ◆

　「ラグビースクール(男子)の部　組合せ & 対戦表」　

主催：関東ラグビーフットボール協会
主管：北海道ラグビーフットボール協会 宮城県ラグビーフットボール協会 茨城県ラグビーフットボール協会 長野県ラグビーフットボール協会 千葉県ラグビーフットボール協会

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:00　

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:00　

Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:50 

Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:50 

第2地区　2位

【ファイナルマッチ】

11月12日(日)

東京都

岩手県

宮城県

神奈川県

茨城県

東京都スクール代表

〔プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ D〕

〔プレート ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ C〕

〔カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾘｰｸﾞ戦 B〕

〔カップ ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾘｰｸﾞ戦 A〕

第1地区　2位

北海道スクール代表

第4地区　3位

埼玉県スクール代表

C-②

長野県

D-③

第4地区　1位

長野県スクール代表

第3地区　1位

茨城県スクール代表

第1シード

神奈川県スクール代表

新潟県スクール代表

第3地区　3位

栃木県スクール代表


