
参加チーム各位 作成日 2020.2.18

お疲れ様です。

今回もたくさんの参加有難うございます。43チーム、約300人近くの参加となりました。

日時： 2021年2月28日(日) 9:15(開会式)～15:45終了予定

場所： こまつドーム　（小松市林町ほ5番）

主催： 関西ラグビーフットボール協会、石川県ラグビーフットボール協会

主管： 小松市ラグビーフットボール協会、北陸タグラグビーフェスタ実行委員会

協力： 金沢学院大学ラグビー部のみなさん

後援： 小松市、小松市教育委員会、能美市教育委員会、加賀市教育委員会

当日のスケジュールは下記のとおりです。

9:00～ 代表者ミーティング(時間厳守)

9:15～ 開会式

9:45～ 試合（Ａ，Ｂ，Ｃ，Dコート）

15:40頃～ 閉会式

参加チーム、組合せ、試合形式、タイムスケジュールについては別紙参照ください。

また、各チームにおかれましては、レフリーのご協力をよろしくお願いします。

【コロナ感染予防対策】

＜連絡・お願い事項＞

・各チームにてタグセットを用意ください。不足の場合は本部にて用意します。

・レフリーは原則、直前の試合チームの何れかとします。タイムスケジュールに記載（変更必要な場合は

同一コートで試合をするチームで調整ください）

・ＡＲは試合の当該チームから１名ずつお願いします。

・タイムスケジュール通りに進行できるようご協力お願いします。1つ前の試合が始まる時点でコート近

くに集合して待機してください。

・昼食用にたこ焼き店を出店します。並ぶ際は必ずマスクを着用して、適切な距離(1m以上)を確保して

ください。

お問合せは

北陸タグラグビーフェスタ実行委員会代表　鈴木利也 まで

	Mail：hoku-tag@tvk.ne.jp　℡：090-1391-0249

第６回北陸タグラグビーフェスタ「勧進帳ＣＵＰ」inこまつドーム　実施について

なお、今回はコロナ感染拡大予防対策のため、参加する選手、スタッフ、保護者、家族の氏名および健

康状態を把握するため、会場に到着したら直ちに別紙「参加者リスト」（選手・ｽﾀｯﾌ用と保護者。家

族用があります）を本部受付に提出してください。

また、入場後は必ず「コロナ感染予防対策の行動基準」に従うようチーム内の参加者に周知

徹底をお願いします。



参加チーム

　-　第６回北陸タグラグビーフェスタ　参加チーム　-

チーム名 人数 団体名 チーム名 人数 団体名

1 金沢ラグビースクールA 勧進帳 4～6年 8人 24 ライスボール米丸6年Ａ 勧進帳 4～6年 7人 米丸小学校

2 金沢ラグビースクールB 勧進帳 4～6年 10人 25 ライスボール米丸6年Ｂ 勧進帳 4～6年 6人

3 金沢ラグビースクールC1 カブッキ 1～3年 10人 26 ライスボール米丸5年 勧進帳 4～6年 6人

4 金沢ラグビースクールC2 カブッキ 1～3年 9人 27 rabbit 勧進帳 4～6年 7人 御園小学校

5 石川撫子RFC ドーム 小学生無 9人 石川撫子RFC 28 team Rizu 勧進帳 4～6年 7人

6 鶴来ジュニアラグビースクールA 勧進帳 4～6年 7人 29 広陽ライオンズ 勧進帳 4～6年 6人 広陽小学校

7 鶴来ジュニアラグビースクールB 勧進帳 4～6年 7人 30 広陽隼 勧進帳 4～6年 6人

8 鶴来ジュニアラグビースクールC カブッキ 1～3年 8人 31 広陽ばなな カブッキ 4～6年 6人

9 鶴来ジュニアラグビースクールX ドーム 小学生有 10人 32 広陽樹林 カブッキ 4～6年 6人

10 のみこまレッドウイングス 勧進帳 4～6年 6人 33 となみラグビー少年団エルダー カブッキ 4～6年 7人

11 のみこまブルーウイングス 勧進帳 4～6年 6人 34 となみラグビー少年団ジュニア カブッキ 1～3年 7人

12 のみこまジュニアＡ カブッキ 1～3年 6人 35 となみラグビーペアレンツ ドーム 小学生有 9人

13 のみこまジュニアＢ カブッキ 1～3年 6人 36 福井女子闘球倶楽部Ａ ドーム 小学生有 6人 福井女子闘球倶楽部

14 金沢伏見ワンダース 勧進帳 4～6年 6人 37 福井女子闘球倶楽部Ｂ ドーム 小学生有 6人

15 金沢伏見ニャンダース 勧進帳 4～6年 5人 38 福井女子闘球倶楽部Ｃ ドーム 小学生有 6人

16 金沢伏見サブロー 勧進帳 4～6年 6人 39 金沢クラブ ドーム 小学生無 6人 金沢クラブ

17 金沢伏見ゴエモン カブッキ 1～3年 5人 40 Blacklily's（ブラックリリーズ） ドーム 小学生無 5人

18 金沢伏見ナナコ カブッキ 1～3年 5人 41 Whitelily's（ホワイトリリーズ） ドーム 小学生無 5人

19 金沢伏見ムッチーズ ドーム 小学生無 7人 42 はがしやすいラベル ドーム 小学生無 7人 米丸小学校OB

20 福井ラプト 勧進帳 4～6年 7人 43 金沢学院大学ラグビー部 ドーム 小学生無 7人 金沢学院大学

21 福井プテラ 勧進帳 4～6年 6人 43チーム 290人

22 福井サウタン カブッキ 1～3年 7人

23 福井ティッチー カブッキ 1～3年 6人

金沢伏見ラグビース

クール

福井ジュニアラグ

ビースクール

となみラグビース

ポーツ少年団

金沢松陵レッドイー

グルス

参加CUP 参加CUP

金沢ラグビースクー

ル

鶴来ジュニアラグ

ビースクール

のみこまラグビース

クール

組合せ、試合タイムスケジュール修正0219 2021/2/19　21:22



コロ ナ 感 染 防 止 対 策 行 動 基 準
• 競技エリア内は、選手、監督、コーチ、レフェリー、大会スタッフ

関係者以外は立ち入り禁止とします

• 保護者等は観客席のみとし、必ずマスクを着用し、適切な距離
（１ｍ以上）を確保して観戦してください

• 試合、練習以外は必ずマスクを着用して行動してください（控え
の選手も必ずマスクを着用してください）

• 会場内に数か所、消毒液を設置してあります。練習、試合の前
後等は必ず手指消毒を徹底してください

• 各自でタオル、マイボトルを準備し、使い回しはしない

• 飲食など持ち込んだものはすべて持ち帰ってください



【注意】 試合の前後に必ず手指のアルコール消毒をしてください

アリーナ内は試合もしくは練習するチームの選手、スタッフ以外は入場できません（ただし、フードコーナーを除く）

フードコーナーとしてたこ焼き店をオープンします。並ぶ際は必ず1m以上の距離を開けてください

保護者、家族および試合、練習に参加しないチーム関係者は必ずマスクを着用して観客席で待機してください

Ｄコート

Ｃコート 選手・コーチエリ

Ｂコート 選手・コーチエリ

Ａコート 選手・コーチエリ

・・・アルコール消毒液設置



組合せ (2)

第6回北陸タグラグビーフェスタ「勧進帳カップ」組み合わせ

参加CUP カテゴリ 組合せ チーム名 参加CUP カテゴリ 組合せ チーム名

勧進帳 4～6年生 勧進帳Ａ rabbit カブッキ 1～3年生 カブッキA 金沢伏見ゴエモン

広陽隼 金沢ラグビースクールC1

鶴来ジュニアラグビースクールB 鶴来ジュニアラグビースクールC

勧進帳Ｂ team Rizu 福井サウタン

のみこまレッドウイングス のみこまジュニアＡ

ライスボール米丸6年Ａ カブッキB 金沢伏見ナナコ

勧進帳Ｃ 金沢伏見ワンダース 金沢ラグビースクールC2

のみこまブルーウイングス となみラグビー少年団ジュニア

ライスボール米丸6年Ｂ 福井ティッチー

勧進帳Ｄ 金沢伏見サブロー のみこまジュニアＢ

金沢ラグビースクールA こまつドーム 社会人 プレミア Blacklily's（ブラックリリーズ）

ライスボール米丸5年 学生 Whitelily's（ホワイトリリーズ）

勧進帳Ｅ 金沢伏見ニャンダース 金沢学院大学ラグビー部

広陽樹林 金沢クラブ

福井ラプト 女子 フレンドＡ 石川撫子RFC

勧進帳Ｆ 広陽ライオンズ 中学生以上 福井女子闘球倶楽部Ａ

鶴来ジュニアラグビースクールA 小学生混成 鶴来ジュニアラグビースクールX

福井プテラ はがしやすいラベル

勧進帳G 金沢ラグビースクールB フレンドＢ 福井女子闘球倶楽部Ｂ

となみラグビー少年団エルダー 福井女子闘球倶楽部Ｃ

広陽ばなな 金沢伏見ムッチーズ

となみラグビーペアレンツ

組合せ、試合タイムスケジュール修正0219



第6回北陸タグラグビーフェスタ　試合形式

勧進帳カップ（４～６年生） 参加チーム数 21チーム

３チームずつ７グループで予選を行う（5分ﾊｰﾌ）

予選1位はトップリーグへ、2位はチャレンジリーグへ、3位はファイティングリーグに進む（5分ﾊｰﾌ）

2チームの山2つ、３チームの山１つに分け、2チーム同士トーナメント、3チームの山は総当たりとし、2チーム同士の勝者と3チームの

山1位で決勝戦を行う（5分ﾊｰﾌ）

組合せ チーム名 1位リーグ

勧進帳Ａ rabbit （トップリーグ）

広陽隼

鶴来ジュニアラグビースクールB

勧進帳Ｂ team Rizu

のみこまレッドウイングス

ライスボール米丸6年Ａ

勧進帳Ｃ 金沢伏見ワンダース ２位リーグ

のみこまブルーウイングス （チャレンジリーグ）

ライスボール米丸6年Ｂ

勧進帳Ｄ 金沢伏見サブロー

金沢ラグビースクールA

ライスボール米丸5年

勧進帳Ｅ 金沢伏見ニャンダース

広陽樹林 3位リーグ

福井ラプト （ファイティングリーグ）

勧進帳Ｆ 広陽ライオンズ

鶴来ジュニアラグビースクールA

福井プテラ

勧進帳G 金沢ラグビースクールB

となみラグビー少年団エルダー

広陽ばなな

勧進帳B 1位

勧進帳E 1位

勧進帳C 1位

勧進帳F 1位

勧進帳G 1位

トップリーグ

決勝
勝者 1位

勧進帳A 1位

勧進帳D 1位

勝者

勧進帳B 2位

勧進帳E 2位

勧進帳C 2位

勧進帳F 2位

勧進帳G 2位

チャレンジリーグ

決勝
勝者 1位

勧進帳A 2位

勧進帳D 2位

勝者

勧進帳B 3位

勧進帳E 3位

勧進帳C 3位

勧進帳F 3位

勧進帳G 3位

ファイティング

リーグ決勝
勝者 1位

勧進帳A 3位

勧進帳D 3位

勝者



カブッキーカップ（1～3年生） 参加チーム数 10チーム

5チームずつ２グループで予選を行う（7分1本）

各グループの順位同士で対戦し、勝敗を決める（5分ﾊｰﾌ）

カブッキA 金沢伏見ゴエモン

金沢ラグビースクールC1

鶴来ジュニアラグビースクールC

福井サウタン

のみこまジュニアＡ

カブッキB 金沢伏見ナナコ

金沢ラグビースクールC2

となみラグビー少年団ジュニア

福井ティッチー

のみこまジュニアＢ

こまつドームカップ 参加チーム数 12チーム

社会人・学生のプレミアリーグと女子、中学生以上チーム、小学生混成のフレンドリーグに分けてリーグ戦を行う（5分ﾊｰﾌ）

フレンドリーグＡの1位とＢの1位で決勝戦を行う（5分ﾊｰﾌ）

フレンドリーグ優勝チームとプレミアリーグ1位で交流戦を行う（5分ﾊｰﾌ）

プレミア Blacklily's（ブラックリリーズ）

リーグ Whitelily's（ホワイトリリーズ）

金沢学院大学ラグビー部

金沢クラブ

フレンド 石川撫子RFC

リーグＡ 福井女子闘球倶楽部Ａ

鶴来ジュニアラグビースクールX

はがしやすいラベル

フレンド 福井女子闘球倶楽部Ｂ

リーグＢ 福井女子闘球倶楽部Ｃ

金沢伏見ムッチーズ 予選各グループの1位が決勝トーナメント進出

となみラグビーペアレンツ

カブッキA

1位

カブッキB

1位

カブッキA

2位

カブッキB

2位

カブッキA

3位

カブッキB

3位

カブッキA

4位

カブッキB

4位

カブッキA

5位

カブッキB

5位

１位決勝戦 2位交流戦 3位交流戦

4位交流戦 5位交流戦

フレンドリーグ

決勝

交流戦

フレンド

リーグＡ1位

フレンド

リーグＢ１位

プレミア

リーグ１位



第6回北陸タグラグビーフェスタ　タイムスケジュール　Ａコート

Ａコート 試合時間 レフリ ＡＲ ＡＲ

1 9:45 金沢ラグビースクールB vs となみラグビー少年団エルダー 5分ﾊｰﾌ (岩崎) 金沢ＲＳ となみ

2 10:00 金沢伏見ワンダース vs のみこまブルーウイングス 5分ﾊｰﾌ 金沢ＲＳ 金沢伏見 のみこま

3 10:15 広陽ライオンズ vs 鶴来ジュニアラグビースクールA 5分ﾊｰﾌ のみこま 広陽小 鶴来Ｊｒ

4 10:30 石川撫子RFC vs 福井女子闘球倶楽部Ａ 5分ﾊｰﾌ 鶴来Ｊｒ 石川撫子 福井女子

5 10:45 金沢伏見ムッチーズ vs となみラグビーペアレンツ 5分ﾊｰﾌ 石川撫子 金沢伏見 となみ

6 11:00 team Rizu vs ライスボール米丸6年Ａ 5分ﾊｰﾌ となみ 御園小 米丸小

7 11:15 金沢伏見ニャンダース vs 福井ラプト 5分ﾊｰﾌ 御園小 金沢伏見 福井Ｊｒ

8 11:30 Whitelily's（ホワイトリリーズ） vs 金沢学院大学ラグビー部 5分ﾊｰﾌ 金沢伏見 金沢松陵 金沢学院

9 11:45 福井女子闘球倶楽部Ｂ vs 金沢伏見ムッチーズ 5分ﾊｰﾌ 金沢学院 福井女子 金沢伏見

10 12:00 広陽隼 vs 鶴来ジュニアラグビースクールB 5分ﾊｰﾌ 福井女子 広陽小 鶴来Ｊｒ

11 12:15 金沢ラグビースクールA vs ライスボール米丸5年 5分ﾊｰﾌ 広陽小 金沢ＲＳ 米丸小

12 12:30 Blacklily's（ブラックリリーズ） vs 金沢学院大学ラグビー部 5分ﾊｰﾌ 金沢ＲＳ 金沢松陵 金沢学院

13 12:45 福井女子闘球倶楽部Ａ vs 鶴来ジュニアラグビースクールX 5分ﾊｰﾌ 金沢学院 福井女子 鶴来Ｊｒ

(15分休憩)

14 13:15 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟF 5分ﾊｰﾌ (岩崎) 勧3位C 勧3位F

15 13:30 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟA vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟD 5分ﾊｰﾌ (北条) 勧2位A 勧2位D

16 13:45 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (東和希) 勧3位C 勧3位G

17 14:00 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟB vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟE 5分ﾊｰﾌ (香月) 勧2位B 勧2位E

18 14:15 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟF vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (広上) 勧3位F 勧3位G

19 14:30 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟADの勝者 vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟBEの勝者 5分ﾊｰﾌ (岩崎) 対戦チーム各1名

20 14:45 こまつドームフレンドリーグ決勝 5分ﾊｰﾌ (北条) 対戦チーム各1名

21 15:00 勧進帳トップリーグ決勝 5分ﾊｰﾌ (東和希) 対戦チーム各1名

22 15:15 こまつドームカッププレミアリーグ1位とフレンドリーグ1位交流戦 5分ﾊｰﾌ (香月) 対戦チーム各1名

決勝レフリー：岩崎亮太、北条（金沢学院）、東和希（御園小）、香月、広上泰孝



第6回北陸タグラグビーフェスタ　タイムスケジュール　Ｂコート

Ｂコート 試合時間 レフリ ＡＲ ＡＲ

9:45 rabbit vs 広陽隼 5分ﾊｰﾌ (広上) 御園 広陽

10:00 金沢伏見サブロー vs 金沢ラグビースクールA 5分ﾊｰﾌ 御園小 金沢伏見 金沢ＲＳ

10:15 Blacklily's（ブラックリリーズ） vs Whitelily's（ホワイトリリーズ） 5分ﾊｰﾌ 金沢ＲＳ 金沢松陵 (金沢学院)

10:30 鶴来ジュニアラグビースクールX vs はがしやすいラベル 5分ﾊｰﾌ 金沢松陵 鶴来Ｊｒ (ｽﾀｯﾌ)

10:45 金沢ラグビースクールB vs 広陽ばなな 5分ﾊｰﾌ 鶴来Ｊｒ 広陽小 (金沢学院)

11:00 金沢伏見ワンダース vs ライスボール米丸6年Ｂ 5分ﾊｰﾌ 広陽小 金沢伏見 米丸小

11:15 広陽ライオンズ vs 福井プテラ 5分ﾊｰﾌ 金沢伏見 広陽小 福井Ｊｒ

11:30 石川撫子RFC vs 鶴来ジュニアラグビースクールX 5分ﾊｰﾌ 福井Ｊｒ 石川撫子 鶴来Ｊｒ

11:45 福井女子闘球倶楽部Ｃ vs となみラグビーペアレンツ 5分ﾊｰﾌ 石川撫子 福井女子 となみ

12:00 のみこまレッドウイングス vs ライスボール米丸6年Ａ 5分ﾊｰﾌ となみ のみこま 米丸小

12:15 広陽樹林 vs 福井ラプト 5分ﾊｰﾌ のみこま 金沢ＲＳ 福井Ｊｒ

12:30 Whitelily's（ホワイトリリーズ） vs 金沢クラブ 5分ﾊｰﾌ 福井Ｊｒ 金沢松陵 金沢ｸﾗﾌﾞ

12:45 福井女子闘球倶楽部Ｂ vs となみラグビーペアレンツ 5分ﾊｰﾌ 金沢ｸﾗﾌﾞ 福井女子 となみ

(15分休憩)

13:15 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟA vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟD 5分ﾊｰﾌ (大林) 勧Ａ1位 勧Ｂ1位

13:30 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟF 5分ﾊｰﾌ (倉元) 勧Ｄ2位 勧Ｅ2位

13:45 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟB vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟE 5分ﾊｰﾌ (中川) 広陽小 となみ

14:00 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (武曽) 勧Ａ2位 勧Ｃ2位

14:15 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟADの勝者 vs 勧進帳3位ｸﾞﾙｰﾌﾟBEの勝者 5分ﾊｰﾌ (大林) 勧Ｄ3位 勧Ｆ3位

14:30 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟF vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (倉元) 勧Ｅ1位 勧Ｆ1位

14:45 (15分休憩)

15:00 勧進帳チャレンジリーグ決勝 (武曽) 対戦チーム各1名

決勝レフリー：中川顕宏（金沢伏見）、倉元よしき（のみこま）、武曽（福井Ｊｒ）、大林（福井女子）



第6回北陸タグラグビーフェスタ　タイムスケジュール　Ｃコート

Ｃコート 試合時間 レフリ ＡＲ ＡＲ

9:45 team Rizu vs のみこまレッドウイングス 5分ﾊｰﾌ (中川) 御園小 のみこま

10:00 金沢伏見ニャンダース vs 広陽樹林 5分ﾊｰﾌ のみこま 金沢伏見 金沢ＲＳ

10:15 金沢学院大学ラグビー部 vs 金沢クラブ 5分ﾊｰﾌ 広陽小 金沢学院 金沢ｸﾗﾌﾞ

10:30 福井女子闘球倶楽部Ｂ vs 福井女子闘球倶楽部Ｃ 5分ﾊｰﾌ 金沢ｸﾗﾌﾞ 福井女子 (金沢学院)

10:45 rabbit vs 鶴来ジュニアラグビースクールB 5分ﾊｰﾌ 福井女子 御園小 鶴来Ｊｒ

11:00 金沢伏見サブロー vs ライスボール米丸5年 5分ﾊｰﾌ 鶴来Ｊｒ 金沢伏見 米丸小

11:15 Blacklily's（ブラックリリーズ） vs 金沢クラブ 5分ﾊｰﾌ 金沢伏見 金沢松陵 金沢ｸﾗﾌﾞ

11:30 福井女子闘球倶楽部Ａ vs はがしやすいラベル 5分ﾊｰﾌ 金沢松陵 福井女子 (金沢学院)

11:45 となみラグビー少年団エルダー vs 広陽ばなな 5分ﾊｰﾌ 福井女子 となみ 広陽小

12:00 のみこまブルーウイングス vs ライスボール米丸6年Ｂ 5分ﾊｰﾌ となみ のみこま 米丸小

12:15 鶴来ジュニアラグビースクールA vs 福井プテラ 5分ﾊｰﾌ のみこま 鶴来Ｊｒ 福井Ｊｒ

12:30 石川撫子RFC vs はがしやすいラベル 5分ﾊｰﾌ 福井Ｊｒ 石川撫子 (金沢学院)

12:45 福井女子闘球倶楽部Ｃ vs 金沢伏見ムッチーズ 5分ﾊｰﾌ 石川撫子 福井女子 金沢伏見

(15分休憩)

13:15 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟF 5分ﾊｰﾌ (島津) 勧Ｄ1位 勧Ｅ1位

13:30 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟA vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟD 5分ﾊｰﾌ (高山) 勧Ａ3位 勧Ｂ3位

13:45 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟC vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (西村) 勧Ａ1位 勧Ｃ1位

14:00 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟB vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟE 5分ﾊｰﾌ (林) 勧Ｄ2位 勧Ｆ2位

14:15 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟF vs 勧進帳2位ｸﾞﾙｰﾌﾟG 5分ﾊｰﾌ (島津) 広陽 となみ

14:30 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟADの勝者 vs 勧進帳1位ｸﾞﾙｰﾌﾟBEの勝者 5分ﾊｰﾌ (高山) 勧Ｂ2位 勧Ｃ2位

14:45 (15分休憩)

15:00 勧進帳ファイティングリーグ決勝 (西村) 対戦チーム各1名

決勝レフリー：島津健一（金沢ＲＳ）、高山昭成（鶴来Ｊｒ）、西村学（広陽小）、林（となみ）



第6回北陸タグラグビーフェスタ　タイムスケジュール　Ｄコート

Ｄコート 試合時間 レフリ ＡＲ ＡＲ

9:45 金沢伏見ゴエモン vs 金沢ラグビースクールC1 7分1本 (稲富) 金沢伏見 金沢ＲＳ

9:57 金沢伏見ナナコ vs 金沢ラグビースクールC2 7分1本 (小川) 金沢伏見 金沢ＲＳ

10:09 鶴来ジュニアラグビースクールC vs 福井サウタン 7分1本 金沢ＲＳ 鶴来Ｊｒ 福井Ｊｒ

10:21 となみラグビー少年団ジュニア vs 福井ティッチー 7分1本 鶴来Ｊｒ となみ 福井Ｊｒ

10:33 金沢伏見ゴエモン vs のみこまジュニアＡ 7分1本 となみ 金沢伏見 のみこま

10:45 金沢伏見ナナコ vs のみこまジュニアＢ 7分1本 (河上) 金沢伏見 のみこま

10:57 金沢ラグビースクールC1 vs 鶴来ジュニアラグビースクールC 7分1本 金沢伏見 金沢ＲＳ 鶴来Ｊｒ

11:09 金沢ラグビースクールC2 vs となみラグビー少年団ジュニア 7分1本 鶴来Ｊｒ 金沢ＲＳ となみ

11:21 福井サウタン vs のみこまジュニアＡ 7分1本 金沢ＲＳ 福井Ｊｒ のみこま

11:33 福井ティッチー vs のみこまジュニアＢ 7分1本 (松本) 福井Ｊｒ のみこま

11:45 金沢伏見ゴエモン vs 鶴来ジュニアラグビースクールC 7分1本 福井Ｊｒ 金沢伏見 鶴来Ｊｒ

11:57 金沢伏見ナナコ vs となみラグビー少年団ジュニア 7分1本 鶴来Ｊｒ 金沢伏見 となみ

12:09 金沢ラグビースクールC1 vs 福井サウタン 7分1本 となみ 金沢ＲＳ 福井Ｊｒ

12:21 金沢ラグビースクールC2 vs 福井ティッチー 7分1本 (稲富) 金沢ＲＳ 福井Ｊｒ

12:33 鶴来ジュニアラグビースクールC vs のみこまジュニアＡ 7分1本 金沢ＲＳ 鶴来Ｊｒ のみこま

12:45 となみラグビー少年団ジュニア vs のみこまジュニアＢ 7分1本 鶴来Ｊｒ となみ のみこま

12:57 金沢伏見ゴエモン vs 福井サウタン 7分1本 のみこま 金沢伏見 福井Ｊｒ

13:09 金沢伏見ナナコ vs 福井ティッチー 7分1本 (小川) 金沢伏見 福井Ｊｒ

13:21 金沢ラグビースクールC1 vs のみこまジュニアＡ 7分1本 福井Ｊｒ 金沢ＲＳ のみこま

13:33 金沢ラグビースクールC2 vs のみこまジュニアＢ 7分1本 (河上) 金沢ＲＳ のみこま

(15分休憩)

14:00 Ａグループ5位 vs Ｂグループ5位 5分ﾊｰﾌ (松本) Ａ5位 Ｂ5位

14:15 Ａグループ4位 vs Ｂグループ4位 5分ﾊｰﾌ (小川) Ａ4位 Ｂ4位

14:30 Ａグループ3位 vs Ｂグループ3位 5分ﾊｰﾌ (河上) Ａ3位 Ｂ3位

14:45 Ａグループ2位 vs Ｂグループ2位 5分ﾊｰﾌ (松本) Ａ2位 Ｂ2位

15:00 Ａグループ1位 vs Ｂグループ1位 5分ﾊｰﾌ (稲富) Ａ1位 Ｂ1位


