
時間 グランド 時間 グランド 時間 グランド        E（低学年）         Ｆ（低学年） 時間

9:20～ レフリー 1 9:20～ レフリー 1 9:30～ レフリー 1 9:30～

1 9:45 対戦チーム 常総A 水戸A 柏A 練馬B 9:40 対戦チーム 練馬B つくばA ふくじゅ草A あびこA 対戦チーム 柏A 杉並A ツクバA 水戸A

9：45～ レフリー 2 9:40～ レフリー 2 9：45～ レフリー 2 9：50～

2 10:10 対戦チーム タイキッズA 水戸B あびこ 那珂、石岡、土浦 10:00 対戦チーム 練馬A 常総A 水戸B ﾀｲｷｯｽﾞB 対戦チーム 日立 ドラゴンズ 練馬B 常総A

10：10～ レフリー 3 10：00～ レフリー 3 10:00～ レフリー 3 10：10～

3 10:35 対戦チーム 練馬A スタッグス ツクバA 練馬C 10:20 対戦チーム 杉並A 柏A 練馬C スダックス 対戦チーム 柏B あびこB ひたちなか/
那珂/石岡/土浦 スタッグス

10：35～ レフリー 4 10：20～ レフリー 4 10：15～ レフリー 4 10：30～

4 11:00 対戦チーム 杉並A 日立 柏B タイキッズB 10:40 対戦チーム 日立 練馬D つくばB 杉並B 対戦チーム あびこC ふくじゅ草B 水戸B 杉並C

11：00～ レフリー 5 10：40～ レフリー 5 10：30～ レフリー 5 10：50～

5 11:25 対戦チーム ふくじゅ草 ひたちなか ドラゴンズ ツクバB 11:00 対戦チーム ふくじゅ草B ひたちなかB 那珂・石岡･土浦 柏B 対戦チーム あびこD ツクバC 練馬D 柏D

11：25～ レフリー 6 11：00～ レフリー 6 10：45～ レフリー 6 11：10～

6 11:50 対戦チーム 水戸A 練馬A 常総B 杉並B 11:20 対戦チーム 水戸A 杉並C あびこB 常総C 対戦チーム スタッグス 常総C 練馬E ドラゴンズ

11：50～ レフリー 7 11：20～ レフリー 7 11：00～ レフリー 7 11：30～

7 12:15 対戦チーム 水戸B 柏A 練馬B ツクバA 11:40 対戦チーム ﾀｲｷｯｽﾞA つくばC ドラゴンズ 練馬E 対戦チーム 柏A あびこA 練馬A ツクバA

12：15～ レフリー 8 11:40～ レフリー 8 11：15～ レフリー 8 11：50～

8 12:40 対戦チーム タイキッズA 常総A あびこ ツクバB 12:00 対戦チーム 柏C ひたちなかA 常総B あびこA 対戦チーム 柏C 日立 あびこB 練馬B

12：40～ レフリー 9 12：00～ レフリー 9 11：30～ レフリー 9 12：10～

9 13:05 対戦チーム スタッグス 杉並A 練馬C 常総B 12:20 対戦チーム 水戸B 練馬B 練馬A 柏A 対戦チーム ツクバB 常総B ふくじゅ草A ひたちなか/
那珂/石岡/土浦

13：05～ レフリー 10 12：20～ レフリー 10 11：45～ レフリー 10 12：30～

# 13:30 対戦チーム 日立 ふくじゅ草 柏B 杉並B 12:40 対戦チーム 常総A 杉並A 水戸A ふくじゅ草A 対戦チーム あびこC 練馬C 柏E 水戸B

13：30～ レフリー 11 12：40～ レフリー 11 12：00～ レフリー ≪園児≫

13:55 対戦チーム ひたちなか タイキッズB ドラゴンズ 那珂、石岡、土浦 13:00 対戦チーム 杉並B つくばA ﾀｲｷｯｽﾞB ひたちなかB 対戦チーム 杉並D ツクバC ひたちなか/
那珂/石岡/土浦 常総C  ※ロスタイムなし。時間厳守でお願い致します

13：55～ レフリー 12 13：00～ レフリー 12 12：15～ レフリー  ※「フリー」は選手の疲労具合、集中力等の安全を確認した上で、本プログラムで

14:20 対戦チーム 那珂・石岡･土浦 練馬E 13:20 対戦チーム つくばC 日立 常総B 練馬C 対戦チーム スタッグス 練馬E 柏D 杉並B 　ミスマッチがあった場合や選手の出場機会増加を目的とし臨機応変に当日アレンジ

14：25～ レフリー 13 13：20～ レフリー 13 12：30～ レフリー

14:45 対戦チーム タッチ フット タッチ フット 13:40 対戦チーム 練馬D 柏B 杉並C スダックス 対戦チーム 杉並A あびこA 水戸A 練馬A

1試合１０分ハーフ・休憩3分。時間厳守（開始時間をお守り下さい） 14 13：40～ レフリー 14 12：45～ レフリー

A・B会場にて、全6年生 対 中学生・コーチ・シニア選手との 14:00 対戦チーム 常総C 柏C ふくじゅ草B ドラゴンズ 対戦チーム 柏C ドラゴンズ 杉並B 常総A

交流タッチフットを行います。是非参加をお願いします
15 14：00～ レフリー 15 13：00～ レフリー

C（中学年） Ｄ（中学年）
柏 杉並

平成30年常総ラグビー祭　組合せ表

A（高学年） B（高学年）

2018・03・25

ふくじゅ草

常総(濱崎）

練馬

ツクバリアン

杉並

ふくじゅ草

ひたちなか

常総（橋野）

杉並 あびこ

常総 ツクバリアンズ

ひたちなか 柏

柏 杉並

常総 ふくじゅ草

練馬 柏ふくじゅ草 ドラゴンズ

水戸 杉並

日立 柏

あびこ スタッグス

スタッグス あびこ

水戸 練馬

日立 ツクバリアンズ

常総 ドラゴンズ

ふくじゅ草 練馬

ツクバリアン日立

常総(瀬川）

日立 練馬

ひたちなか/那珂/石岡/土浦あびこ

水戸

ツクバリアンズ柏

常総 水戸

ドラゴンズ

柏 スタッグス

ふくじゅ草 杉並

杉並 ツクバリアンズ

ひたちなか/那珂/石岡/土浦

常総 常総

練馬 スダックス

常総(水沼）日立

柏

常総（中村）

練馬

杉並　※中学年

ツクバリアンズ

杉並

常総

水戸

ひたちなか

ドラゴンズ

常総(山内・松原） ドラゴンズ

あびこ 練馬

ツクバリアン

水戸

あびこ

柏 練馬



14:20 対戦チーム あびこB つくばB ﾀｲｷｯｽﾞA ひたちなかA 対戦チーム 柏B 常総B ふくじゅ草A スタッグス

16 13：15～ レフリー

14:50 閉会式 対戦チーム 練馬C ふくじゅ草B 杉並C 柏E

15:10 解　散 17 13：30～ レフリー

対戦チーム あびこD 杉並D 練馬D ツクバB

中学年注意事項 18 13：45～ レフリー

1試合８分ハーフ・休憩3分。時間厳守（開始時間をお守り下さい） 対戦チーム

次の試合のチームは5分前に各グランド前に集合 ≪低学年≫※試合時間　5分×5分（ハーフタイム2分）

日本協会ルールにのっとります  ※ロスタイムなし。時間厳守でお願い致します

 ※「フリー」は選手の疲労具合、集中力等の安全を確認した上で、本プログラムで

　ミスマッチがあった場合や選手の出場機会増加を目的とし臨機応変に当日アレンジ

常総 柏

あびこ 水戸

ペナルティーの開始は、タップキックで再開です



グランド        G（園児）         H（園児）

レフリー

対戦チーム 練馬A 柏A 杉並A あびこA

レフリー

対戦チーム 日立/ｽﾀｯｸﾞｽ
ひたちなか 水戸 ツクバ ドラゴンズ

レフリー

対戦チーム 常総 杉並B 練馬B あびこB

レフリー

対戦チーム 柏B 杉並C フリー フリー

レフリー

対戦チーム フリー フリー フリー フリー

レフリー

対戦チーム 練馬A あびこA 柏A 杉並A

レフリー

対戦チーム 常総 水戸 日立/ｽﾀｯｸﾞｽ
ひたちなか

ドラゴンズ

レフリー

対戦チーム 柏B あびこB 練馬B 杉並B

レフリー

対戦チーム フリー フリー ツクバ 杉並C

レフリー

対戦チーム フリー フリー フリー フリー

※試合時間　7分×7分（ハーフタイム2分～3分）

 ※ロスタイムなし。時間厳守でお願い致します

 ※「フリー」は選手の疲労具合、集中力等の安全を確認した上で、本プログラムで

　ミスマッチがあった場合や選手の出場機会増加を目的とし臨機応変に当日アレンジ


