
2017/11/3(金・祝）

ｷｯｸｵﾌ ｷｯｸｵﾌ

9:30 練馬5年 ﾜｾﾀﾞ5年A 9:30 文京(高6) 世田谷6年A ※幼児は11:40～12:40まで、C/D/Eグラウンドで行います。

9:55 世田谷5年A 葛飾5年 9:55 江東(高6)A 練馬6年A 対戦は11:30にグラウンドサイドに集合し、各チームのコーチ同士で

10:20 世田谷5年B 練馬5年 10:20 江東(高6)B 葛飾6年 打合せをお願いします。

10:45 江東(高5)A ﾜｾﾀﾞ5年B 10:45 練馬6年A 文京(高6)

11:10 葛飾5年 杉並(高)A 11:10 練馬6年B 世田谷6年B チーム名表示例について

11:35 ﾜｾﾀﾞ5年A 江東(高5)A 11:35 世田谷6年A 江東(高6)B 江東(高5)A ⇒ 江東RS高学年5年生中心のAチーム

12:00 ﾜｾﾀﾞ5年B 文京(高5) 12:00 世田谷6年B 杉並(高)B

12:25 文京(高5) 江東(高5)B 12:25 杉並(高)C すみ/あき（高） 世田谷5年B ⇒ 世田谷区RS5年生Bチーム

12:50 杉並(高)A 世田谷5年A 12:50 江戸川（高） 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（高）

13:15 江東(高5)B 世田谷5年B 13:15 すみ/あき（高） 江東(高6)A 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（高） ⇒ 品川バンブー高学年（5/6年混成）

13:40 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（高） 杉並(高)C 13:40 杉並(高)B 江戸川（高）
14:05 14:05 葛飾6年 練馬6年B すみ/あき ⇒ 「すみだ・あきる野」合同チーム
14:30 14:30

14:55

ｷｯｸｵﾌ ｷｯｸｵﾌ

9:30 練馬3年B 世田谷3年A 9:30 練馬4年A 世田谷4年A

9:55 練馬3年A 世田谷3年B 9:55 練馬4年B 文京(中4)A

10:20 葛飾3年 ﾜｾﾀﾞ3年A 10:20 世田谷4年A 葛飾4年A

10:45 世田谷3年A 練馬3年A 10:45 世田谷4年B 文京(中4)B

11:10 ﾜｾﾀﾞ3年A 世田谷3年C 11:10 葛飾4年A 世田谷4年C スケジュールがタイトなため、レフリーは対戦チーム

11:35 杉並(中3)A 葛飾3年 11:35 葛飾4年B 練馬4年A 同士で決めてください。

12:00 世田谷3年B ﾜｾﾀﾞ3年B 12:00 世田谷4年C 江東(中4)A 試合終了後、本部へ点数（トライ数×5）を報告してください。

12:25 世田谷3年C 杉並(中3)A 12:25 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（中） 杉並(中4)A

12:50 ﾜｾﾀﾞ3年B 江東(中3)A 12:50 文京(中4)A 江東(中4)B

13:15 江東(中3)B 江戸川(中3) 13:15 江戸川(中4) すみだ(中)

13:40 杉並(中3)B 江東(中3)B 13:40 文京(中4)B すみ/あき(中) ｷｯｸｵﾌ ｷｯｸｵﾌ

14:05 江東(中3)A 杉並(中3)B 14:05 江東(中4)B 江戸川(中4) 14:05 杉並(中4)B 世田谷4年B 14:30 すみ/あき(中) 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（中）

14:30 江戸川(中3) 練馬3年B 14:30 すみだ(中) 杉並(中4)B 14:30 杉並(中4)A 葛飾4年B 14:55 江東(中4)A 練馬4年B

ｷｯｸｵﾌ ｷｯｸｵﾌ ｷｯｸｵﾌ

9:30 練馬1年A 文京1年A 9:30 練馬2年A 文京2年A 9:30 杉並(低1)A 江東(低1)A

9:50 練馬1年B 世田谷1年A 9:50 練馬2年Ｂ 世田谷2年A 9:50 杉並(低1)B 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（低1）

10:10 文京1年A 世田谷1年B 10:10 文京2年A 世田谷2年B 10:10 杉並(低2)A 江東(低2)A

10:30 文京1年B ﾜｾﾀﾞ1年A 10:30 文京2年Ｂ 葛飾2年A 10:30 杉並(低2)B 江東(低2)B

10:50 世田谷1年A 練馬1年A 10:50 世田谷2年A 文京2年Ｂ 10:50 江東(低1)B 杉並(低1)A

11:10 世田谷1年B ﾜｾﾀﾞ1年B 11:10 世田谷2年B 練馬2年A 11:10 江東(低1)A 杉並(低1)B

12:40 世田谷1年C 江戸川1年 12:40 世田谷2年B 江戸川2年 12:40 江東(低2)A すみ/あき(低)

13:00 世田谷1年D ﾜｾﾀﾞ1年C 13:00 世田谷2年D 練馬2年Ｂ 13:00 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（低1） 江東(低1)B

13:20 世田谷1年E 文京1年B 13:20 世田谷2年E 葛飾2年B 13:20 すみ/あき(低) 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（低２）

13:40 江戸川1年 世田谷1年D 13:40 江戸川2年 世田谷2年D 13:40 江東(低2)B 杉並(低2)A

14:00 ﾜｾﾀﾞ1年A 練馬1年B 14:00 葛飾2年A 世田谷2年B 14:00 品川ﾊﾞﾝﾌﾞｰ（低２） 杉並(低2)B

14:20 ﾜｾﾀﾞ1年B 世田谷1年C 14:20 葛飾2年B 世田谷2年E 14:20 ﾜｾﾀﾞ1年C 世田谷1年E

平成29年　秋季ミニラグビー交流大会　対戦表

幼児11:40 11:40 幼児 11:40 幼児

中学年３試合

低学年＝9分ハーフ（9分・1分・9分）

1年（Eグラウンド）
対戦

2年（Fグラウンド）
対戦

低学年（Gグラウンド）
対戦

中学年（Bグラウンド）

対戦

中学年（Aグラウンド）

対戦

中学年２試合

中学年・高学年＝11分ハーフ（11分・1分・11分）

ロスタイムにかかわらず、次のゲームが定時にスタートできるよう
に時間をコントロールしてください。

対戦
中学年（Dグラウンド）

対戦

対戦
高学年（Aグラウンド） 高学年（Bグラウンド）

対戦

3年（Cグラウンド）


