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大会参加チーム                               令和元年 11月 11日 

代表者 各位                           関東ラグビーフットボール協会 

                                   

第 13 回ガールズラグビーフェスティバル大会マニュアル 

 

１．主 催：関東ラグビーフットボール協会 

２．主 管：埼玉県ラグビーフットボール協会 

３．協 賛：株式会社 富士住建 

４．期 日：令和元年１１月３０日（土）９：００～１６：００ 

５．会 場：埼玉県営熊谷スポーツ文化公園 熊谷ラグビー場 Ｃグラウンド 

＜住所＞埼玉県熊谷市川上８２０ ＜電話＞０４８－５２６－２００４ 

 

 

第一部 【参加マニュアル】 

 

１. チーム受付     時間 ８：３０ ～ ８：５５  場所 Ｃグランド本部  

      ＊欠席の確認 

ホワイトボードにチーム編成表を貼ります。欠席者名に印をご記入ください。 

 

＊参加賞の受け取り 

各チーム代表者の方は、出欠に係わらず申込人数分をお受け取りください。 

県（都）合同チームも同様に、合同チームでまとめて取りに来てください。 

開会式後から１２時までにお願いします。 

 

２. 代表者会議      時間 ９：００ ～ ９：１５ 場所 Ｃグランド本部  

           ＊各チームの代表者、チーム担当者、レフリーの方はご参加ください。 

 

３. 開会式        時間 ９：２０ ～ ９：４０ 場所 Ｃグランド 

                 ＊グレード(チーム編成)ごとに整列して並びます 

＊コーチの方は、選手の誘導をお願いします。（９：１０から集合、整列） 

            

４．第１試合開始時間 １０：３０分より 

＊全試合、レフリーの合図で行います。（本部からの合図は無し） 

＊試合開始５分前には試合のできる状態で待機してください。 

＊レフリーは両チームのビブス、ジャージなどの確認をお願いします。 

 

５. 駐車場について 

  車の場合は、熊谷ラグビー場専用の駐車場Ｐ３、Ｐ４を、大型バスは、西第２多目的広場をご利用 

ください。全て無料です。http://www.parks.or.jp/kumagaya/information/index.html 

６. 施設の利用に関する注意事項  

① 選手の荷物は、Ｃグラウンド周辺に置くようにしてください。  

http://www.parks.or.jp/kumagaya/information/index.html
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     Ｃグランドには簡易的な観客席しかありませんので、レジャーシート等ご用意ください。 

     グランド内にはシートを広げないようお願いします。Ｃグランドは、グランドよりも上の場所で、 

     三脚、椅子なども同様に、グランド内は禁止とします） 

   ② 貴重品は各スクール、クラブで管理をお願いします。  

③ グラウンド内は禁煙です。 

④ 試合時の飲料水、昼食は各自でご用意してください。ゴミは全てお持ち帰りください。  

⑤ 試合前の練習はグランドの周りで行ってください。  

⑥ 底の硬い靴およびハイヒール等でのグラウンドへの入場は禁止します。  

⑦ 救急車の出動要請は大会本部で行います。個々での要請はご遠慮ください。 

⑧ スポーツドリンク、氷、及び薬品などは芝面にこぼさないで下さい。 

⑨ 公園敷地内ランニングコースの通行には十分にご注意ください。  

 

７. 大会の中止・中断  

《会場管理者による中止・中断》  

 降雨時などグラウンド利用により芝に多大なダメージが出ることが予想される場合は、グラウンドの

利用中止を要請される場合があります。  

 

《大会本部による中止・中断》  

雷雨や台風、或いは地震などの天災によって、大会参加者に危険があると判断したとき、或いは同様

の理由から会場管理者から要請を受けたときは大会を一時的中断か、中止する場合があります。  

＊中止の連絡は、朝６時～７時に申込書の連絡担当者様へご連絡します。 

＊小雨は決行します。 

  

８ チーム編成  

①  Ｕ-８ （低学年） A、B、C、D、E、F、G、H、I、J               10チーム編成  

②  Ｕ-１０（中学年） A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L             12チーム編成  

③  Ｕ-１２（高学年） A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L            12チーム編成  

 

＊チーム編成はメンバー表（別紙）でご確認ください。当日の出欠により変更の場合があります。 

 

９. チーム担当  

別紙「チーム編成表・メンバー表」のチーム担当欄に記載してあるチームから、選出してください。 

チーム担当者は、選手の所属するスクール・クラブのコーチと協力し、練習、試合メンバー、選手交

代の指示などを行ってください。選手交替の制限はありませんので、選手の皆さんがたくさんの試合

経験を得ることができるようお願いします。 

また、「ベスト ONE TEAM 賞」の選出をし、閉会式までに本部の吉田さんまでに報告してください。 

 

１０.「ベスト ONE TEAM 賞」 

   みんなのためにプレーをしていた選手、みんなのために声をだしていた選手、今日一日、みんな

のために最も輝いていた選手へ「ベスト ONE TEAM賞」を送りたいと思います。 
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１１. 帯同レフリーの紹介  

U12担当 

西 雄三（伊賀良 RS）、殿川 栄（神奈川プリンセス）、和田 修司（神奈川プリンセス） 

亀井 正幸（神奈川プリンセス）、宇佐見 誠（千葉ハリケーンズＡ） 

 

U10担当 

 伊原 良平（伊賀良 RS）、木村 昭彦（群馬プライムス）、佐野 芳仁（山梨 fujiyama fairy’s） 

 前田 深幸（浦和 RS） 

 

U8担当 

  新井 泰弘(熊谷ラグビースクール)、吉田 宗弘（山梨 fujiyama fairy’s） 

 伊藤 剛（千葉ハリケーンズＡ） 

 

 ご協力ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

１２．女子スタッフ（現役女子ラグビー選手）について 

   大会を通じて、ガールズ選手、コーチの皆さんと交流することができたらと思い、チームに帯同

し練習のお手伝いやARをします。これまでのガールズラグビーフェスティバル大会に小学生とし

て参加していたガールズ選手も多くいます。 

スタッフ所属チームは、横河武蔵野アルテミ・スターズ、八戸学院大学、立正大学ラグビー部女

子、ARUKAS KUMAGAYA、日本体育大学ラグビー部女子、RKUラグビー龍ヶ崎GRACE 世田谷レディー

ス、自衛隊体育学校、江戸川区レディースです。よろしくお願いします。 

 

１３.「お友だちカード」について   

大会を通じて、ラグビーの仲間づくりや絆を深めたい！ 

試合と練習以外の時間を活用し、選手同士、選手とコーチ、全ての仲間と「お友だちカード」の

交換ができます。Ｃグランド本部に、お友だちカードブースを設置します。 

お友だちカード無くなり次第終了となります。 

 

１４．その他 

  更衣室、室内の使用はできませんので、防寒具など必要なものはご準備ください。 

  大会当日は、Aグランドで大学リーグ戦、Bグランドでジュニアアスリートアカデミーが行われてい

ます。駐車場、グランド周辺は、たいへん混雑しますのでご注意ください。特に、選手の安全確保、

迷子などにはならないようにご協力お願いします。 
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第二部 【競技進行マニュアル】 

 

１. 試合用ビブス 

 試合用ビブスは大会本部で用意します。 

  ＊ラグビージャージ、短パン、ソックス、ヘッドキャップ等は各自でご用意ください。 

  ＊ビブスは、各グランドに４色おいてあります。必要な場合は、ご利用ください。 

試合終了後は、元の場所に戻してください。    

但し、チームで同じＴシャツを着る場合など、ビブスを着なくても試合が円滑にできる場合は、 

   ビブスの着用をしなくても良いが、レフリーと相手チームの了承を得ることとする。 

 

  

２. 試合中のチーム待機場所  

  ベンチは特に設けませんので、タッチラインから１メートル離れた場所で待機してください。 

 尚、待機場所には選手・指導者以外の方が立ち入らないように各チームで対応願います。 

＊試合開始の５分前には試合のできる状態で待機してください。 

 

 

３. サイドとキックオフ （別紙のタイムテーブル参照） 

① 試合のサイドは＜本部側＞と＜奥側＞とします。 

② キックオフは＜本部側＞のチームが行います。 

 

 

４. 練習場所とボール 

① 練習は試合グラウンド周りの空いているスペースで行ってください。 

試合の妨げにならないように、ご協力お願いします。 

② 「チーム待機場所」付近での練習はご遠慮ください。 

③ 練習用ボールと空気入れは、Ｃグランド本部に用意してあります。 

数に限りがありますので、ボールを持参できるチームはご準備ください。 

 

 

５. 競技規則  

  令和元年度（公財）日本ラグビーフットボール協会制定U-12ミニラグビーの競技規則に依ります。 

   但し、試合数に関しては、チームメンバー数を多くし、試合時間を短くすることで、競技規則より 

多く試合数を設定します。トライ後のコンバージョンキックは無しとします。 

 

 

６. 試合形式と時間 

・Ｕ８ （低学年）：５人制   ８分ハーフ、休憩３分以内  タグラグビー 

・Ｕ１０（中学年）：７人制  １０分ハーフ、休憩３分以内  

・Ｕ１２（高学年）：９人制  １０分ハーフ、休憩３分以内  

＊前後半の試合を行うことし、ロスタイムは一切取らないこととする。 
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７. 試合の開始と終了  

① 試合の開始は、5メートルライン（マーク）付近からフィールドに入り、センターラインに対峙

して挨拶をする。 

② 試合終了時も同様に、センターラインに対峙して挨拶をする。 

＊ 試合と試合の間隔が2分間ですので、センターラインでの挨拶のみとし、速やかにグランドと 

  待機場所から退出をお願いします。 

 

８. 選手の入替・交替  

① 交流大会という趣旨をご理解頂き、選手を均等に出場させてください。 

② 選手を入替・交替する場合は、レフリーに申し出てください。 

レフリーの承諾後、入替・交替となります。  

③ 当大会の特別ルールとして、選手の入替・交替は自由とし、再出場の制限はありません。  

 

９．試合の得点について 

  本部で得点を記録しません。点数（勝敗）を選手に伝える場合は、各コーチが対応をしてください。 

 

１０. グラウンド  

 グラウンド一面をグレードごとに分け、マーカーにより区画されたものとする。 

ゴールポストの設置はしない。 

＊試合中など、マーカーがずれた場合には、元の位置へ置いてください。 

 

                                                      

 Ｃグランド      大会本部                 【チーム待機場所】 

                                     

                                       

                                  １   Ｕ８試合 

                                  ２ Ｕ１０試合 

                                  ３ Ｕ１２試合 

                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U8 

 

 

               U10             U12 

（本部側） 

 

  ２ 

（奥側） 

１ 

１ 

（本部側） 

 

３ 

（奥側） 
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１１．開会式・閉会式の並び方 

 

大会本部 

  C グランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チーム編成ごとにお並びください。開会式後すぐにチーム顔合わせができるようにしています。 

今日一日よろしくお願い致します。 

 以上 

 

              ＜大会スタッフ＞    ＜司会者＞ 

  

    高学年              中学年         低学年 

LKJIHGFEDCBA         LKJIHGFEDCBA         JIHGFEDCBA                

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


