
レフリー レフリー レフリー レフリー

9:00 江戸川 みなと 世田谷 9:00 西東京 世田谷 みなと 9:00 世田谷 江戸川 みなと 江東 みなと 世田谷

9:20 世田谷 西東京 江戸川 9:20 葛飾 みなと 西東京 9:20 世田谷 しながわ 杉並 みなと 杉並 西東京

9:40 みなと 多摩 世田谷 9:40 すみだ しながわ 世田谷 9:40 世田谷 江東 みなと 西東京 みなと 世田谷

10:00 東村山 葛飾 みなと 10:00 杉並 世田谷 しながわ 10:00 世田谷 みなと しながわ 江戸川 すみだ みなと

10:20 あきる野 世田谷 東村山 10:20 多摩 江東 杉並 10:20 世田谷 杉並 江戸川 しながわ みなと 世田谷

10:40 西東京 江東 あきる野 10:40 東村山 みなと 多摩 10:40 世田谷 多摩 すみだ 江東 みなと 杉並

11:00 世田谷 みなと 西東京 11:00 あきる野 江戸川 東村山 11:00 世田谷 みなと 江東 すみだ 文京 世田谷

11:20 多摩 杉並 世田谷 11:20 ワセダ 文京 あきる野 11:20 世田谷 西東京 みなと みなと 杉並 多摩

11:40 葛飾 あきる野 多摩 11:40 江戸川 世田谷 ワセダ 11:40 多摩 みなと 杉並 江東 文京 世田谷

12:00 世田谷 江戸川 葛飾 12:00 しながわ みなと 江戸川

12:20 ワセダ しながわ 世田谷 12:20 江東 世田谷 みなと

12:40 みなと すみだ ワセダ 12:40 西東京 葛飾 世田谷 13:20 世田谷 文京 葛飾 あきる野 江東 世田谷

13:00 江東 世田谷 みなと 13:00 多摩 ワセダ 葛飾 13:40 世田谷 江東 葛飾 葛飾 杉並 文京

13:20 葛飾 ワセダ 江東 13:20 文京 東村山 ワセダ 14:00 世田谷 あきる野 江東 東村山 葛飾 世田谷

13:40 しながわ 江戸川 葛飾 13:40 江東 みなと 文京 14:20 世田谷 葛飾 江東 杉並 世田谷 あきる野

14:00 世田谷 文京 しながわ 14:00 杉並 葛飾 世田谷

14:20 江東 ワセダ 世田谷 14:20 文京 みなと 世田谷

14:40 杉並 世田谷 江東 14:40 江戸川 杉並 みなと レフリー

15:00 みなと 江東 杉並 15:00 みなと 世田谷 杉並 15:00 葛飾 江東 江戸川

15:20 ワセダ 世田谷 みなと 15:20 文京 世田谷 葛飾 15:20 ワセダ みなと 江東

15:40 文京 杉並 ワセダ 15:40 ワセダ 世田谷 江東 15:40 杉並 文京 みなと

16:00 世田谷 葛飾 文京 16:00 世田谷 世田谷 世田谷 16:00 江東 江戸川 文京

※当日にてスクール生の欠席があった場合は、必ず「対
 　戦チーム」と調整してください。

※幼児のゲームはC・Dグランドで12：00～13：00の間で
　 C・Dグランドで行う。
　 組合せは実施時に各チームのコーチで行う。

対戦 対戦 対戦 対戦

平成２９年　春季東京都ミニラグビー交流大会　対戦表(2017/05/05)

高　学　年（Ａグランド） 中　学　年（Ｂグランド） 低　学　年（Ｃグランド） 低　学　年（Ｄグランド）

◆幼児ゲーム12:00～13:00

中　学　年（C/Dグランド）

対戦

グランド配置図

15:00よりC・Dグ
ランドを合わせ
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