
開催日時；
キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー 9：00～15：00

9:30 世田谷 9:30 あきる野 開催場所；

10:00 江東 10:00 ワセダ 主催・主管； 東京都ラグビーフットボール協会

10:30 しながわ 10:30 世田谷 普及育成委員会

11:00 世田谷 11:00 葛飾 ミニ　ラグビー部門

11:30 江戸川 11:30 杉並

12:00 ワセダ 12:00 葛飾 大会委員長 飯原雅和

12:30 江戸川 12:30 世田谷 　 副委員長 武田守久

13:00 世田谷 13:00 江東 本部委員 清水茂樹 、伊藤浩之

13:30 ワセダ 13:30 文京 石神　譲 ､下村大樹

14:00 杉並 14:00 世田谷 新井章久

記録委員 武田守久 ､清水茂樹

新井章久 ､下村大樹
キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー ミニ　ラグビーレフリーコーチ

9:30 文京 9:30 世田谷 新井章久 ､下村大樹

10:00 ワセダ 10:00 世田谷

10:30 葛飾 10:30 世田谷 協力； 江戸川区ラグビー協会

11:00 江戸川 11:00 世田谷

11:30 杉並 11:30 江東

12:00 あきる野 12:00 ワセダ

12:30 江戸川 12:30 杉並

13:00 世田谷 13:00 江東

13:30 世田谷 13:30 ワセダ

14:00 葛飾 14:00 文京 キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー

14:30 世田谷 14:30 小平・しながわ 14:30 江東 14:30 すみだ

  

キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー キック
オフ レフリー

9:30 江戸川 9:30 葛飾 9:30 世田谷

9:55 文京 9:55 江東 9:55 世田谷 幼稚園児
10:20 文京 10:20 すみだ 10:20 世田谷 ◆幼稚園児のゲームは１１：４０～１３：００に

10:45 文京 10:45 世田谷 10:45 葛飾 　　Ｅ・Ｆ・Ｇグランドで実施。

11:10 江東 11:10 世田谷 11:10 文京 ●参加チーム

　　江戸川、江東、杉並、世田谷、葛飾

　　（５チームが参加）

13:00 杉並 13:00 ワセダ 13:00 江東

13:25 あきる野＋小平＋品川 13:25 葛飾 13:25 世田谷

13:50 世田谷 13:50 葛飾 13:50 杉並

14:15 世田谷 14:15 ワセダ 14:15 江東

杉並Ｂ　１０－８　江東Ｂ

世田谷Ｅ　６－１０　葛飾Ｃ

平成28年11月3日（木曜日・祝日）

江戸川区河川敷第３グランド

各ラグビースクール指導員有志

文京Ｃ　6-14　世田谷Ｃ

文京Ａ　0-10　葛飾Ｄ 世田谷B　１１－６　江東Ｃ

葛飾Ｃ　７－８　世田谷Ｈ

江東B　18-2　すみだ

江東C　10-5　あきる野

江東A　12-2　杉並A

江東B　1-11　文京A

江東C　8-3　ワセダB

江東D　4-6　しながわ

文京B　3-6　ワセダC

世田谷A　19-0　すみだ

世田谷B　7-12　江東A

世田谷C　16-2　あきる野

世田谷D　13-0　ワセダB

世田谷E 15-1 杉並A

 世田谷F・小平 9-3 文京B

世田谷C 5-6 あきる野

杉並B 13-3 江東B

世田谷D 8-7 葛飾B

世田谷E 7-3 ワセダC

江戸川B 5-9 小平・すみだ・世田谷

江戸川B 13-2 世田谷C

杉並B 6-2 世田谷D

あきる野 7-1 葛飾B

世田谷E 12-2 小平・すみだ・世田谷

ワセダC 4-6 江東B

対戦

低　学　年/幼稚園児（Ｆグランド）

対戦

中　学　年（Ｂグランド）

対戦

中　学　年（Ａグランド）

ワセダC 1-10 葛飾B 江戸川B 20-0 杉並B

2016/11/05作成

幼稚園児ゲーム11:40 幼稚園児ゲーム 11:40 幼稚園児ゲーム 11:40

世田谷Ｅ 4-13ワセダＡ

世田谷G　5-10　杉並Ａ

ワセダＢ　４－１９　葛飾Ａ

ワセダＣ　３－１４　杉並Ａ

あきる野＋小平＋品川　５－１０　葛飾Ａ

世田谷Ｆ　８－９　ワセダＤ

あきる野＋小平＋品川　９－７　世田谷Ｈ

世田谷Ｇ　１０－１５　江東Ｂ 杉並Ｂ　１６－７　世田谷Ｆ

対戦

平成２８年　秋季ミニラグビー交流大会　対戦結果表

対戦

高　学　年（Ａグランド） 高　学　年（Bグランド）

対戦

中　学　年（Ｃグランド）

対戦

中　学　年（Dグランド）

しながわ 4-6 葛飾A

江戸川A　9-6　ワセダA

世田谷A 2-11 江東A

ワセダB 2-8  杉並A

世田谷B 13-2 文京

江東A 9-2  しながわ

葛飾A 6-2 世田谷A

文京 2-8  ワセダB

杉並A 3-8  江戸川A

ワセダA 1-15 世田谷B

低　学　年/幼稚園児（Gグランド）

対戦

世田谷A 9-2 ワセダA

世田谷B 4-8 葛飾A

世田谷D　11-4　江戸川A

世田谷Ｃ　8-12　杉並B

世田谷E　7-7　葛飾B

世田谷F・小平　4-4　江戸川B

世田谷Ｃ　0-8　文京A

ワセダA　1-11　江戸川A

低　学　年/幼稚園児（Ｅグランド）

対戦

しながわ　9-7　葛飾A

世田谷A 7-18 江東Ａ

世田谷B 3-12 江戸川Ａ

葛飾D 3-10 すみだ

文京Ｃ　９－１０　世田谷Ｄ

葛飾Ｂ　１１－５　世田谷Ｃ

江東Ａ　８－９　世田谷Ｄ

葛飾Ｂ　１１－３　文京Ｂ

江東Ｄ　１４－０　江戸川B

すみだ　５－７　文京Ｄ

文京Ｂ　５－１３　江東Ｃ

文京Ａ　９－１０　江東Ｄ

世田谷Ａ　１６－２　文京Ｄ


