
第３７回　愛知県ラグビースクール交歓会　　対戦スケジュール第３７回　愛知県ラグビースクール交歓会　　対戦スケジュール第３７回　愛知県ラグビースクール交歓会　　対戦スケジュール第３７回　愛知県ラグビースクール交歓会　　対戦スケジュール

球技場 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:01 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:16終了

幼児 豊橋 一宮 名古屋 刈谷A 春日井A 刈谷B 豊橋 春日井B 瀬戸A 岡崎A 瀬戸B 岡崎B 合同 瀬戸C

Gコート 瀬戸A 岡崎A 瀬戸B 岡崎B 東海A 瀬戸C 合同 東海B 一宮 名古屋 刈谷A 春日井A 刈谷B 豊橋

レフリー 名（進藤） 刈（小川） 東（兼井） 瀬（河村） 橋（大石） 春（小寺） 宮(河野） 岡（竹内） 刈（小川） 春（小寺） 宮(河野） 名（進藤） 宮(河野） 東（兼井）

球技場 15:16終了

小1 瀬戸A 岡崎 豊田 春日井A 一宮 刈谷 春日井B 東海 瀬戸B 名古屋 東海A 東海B 合同 豊橋C

Fコート 刈谷 春日井B 東海 瀬戸B 名古屋 岡崎 瀬戸A 春日井A 一宮 豊田 春日井B 一宮 瀬戸A 豊田

レフリー 春(太田） 瀬(岩本） 宮（浅井） 岡（本多） 春(太田） 東（水越） 宮（浅井） 岡（本多） 名（戸松） 瀬(岩本） 名（進藤） 橋（大石） 春（小寺） 名（山白）

球技場 15:16終了

小2 瀬戸A 豊橋A 名古屋 豊橋B 瀬戸B 豊田 東海 瀬戸C 一宮A 春日井A 刈谷 一宮B 岡崎 春日井B

Eコート 一宮A 春日井A 刈谷 一宮B 岡崎 春日井B 合同 豊橋C 名古屋 瀬戸B 豊橋B 瀬戸C 豊橋A 東海

レフリー 名（山白） 宮（角田） 瀬（本田） 春（福田） 東（馬場） 橋（黒嵜） 宮（角田） 春（福田） 刈（日比野） 橋（黒嵜） 岡（小林） 東（馬場） 瀬（本田） 橋（黒嵜）

小4 小3 小4 小3

野球場 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:01 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:16終了

小3 名古屋A 刈谷 瀬戸A 合同 瀬戸B 東海 岡崎 豊橋 名古屋B 一宮 一宮Ｂ 豊橋 一宮Ａ 春日井

Dコート 東海 合同 豊橋 名古屋B 一宮 刈谷 瀬戸A 名古屋A 瀬戸B 岡崎 豊橋Ａ 刈谷 豊橋Ｂ 豊橋

レフリー 橋（吉田） 名（満生） 宮（冨士） 刈（岡本） 岡（川越） 名（満生） 宮（冨士） 刈（岡本） 東（小泉） 瀬（佐藤） 東（小泉） 宮（冨士） 春(高取） 岡（川越）

野球場 15:16終了

小4 一宮A 名古屋A 刈谷 豊田 東海 豊橋B 一宮B 豊橋A 瀬戸A 岡崎 春日井 合同 名古屋B 瀬戸B

Cコート 豊橋A 瀬戸A 岡崎 春日井 合同 名古屋B 瀬戸B 刈谷 豊田 一宮A 豊橋B 名古屋A 一宮B 東海

レフリー 刈(大橋） 田（小松） 東（渡辺） 名（奥埜） 瀬(鈴木） 春(高取） 岡（小林） 宮（唐井） 橋（谷） 名（奥埜） 東（渡辺） 瀬(鈴木） 橋（谷） 岡（小林）

球技場 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:12 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:02終了

小5 合同 東海 豊橋 一宮A 春日井 瀬戸 名古屋A 一宮B 刈谷 岡崎 名古屋B

Bコート 一宮B 名古屋A 刈谷 名古屋B 岡崎 合同 豊橋 東海 春日井 一宮A 瀬戸

レフリー 橋（肥田） 岡（鋤柄） 名（吹田） 東（犬飼） 瀬（北） 刈（鈴田） 瀬（北） 岡（鋤柄） 名（吹田） 春（平井） 宮（専光）

球技場 15：02終了

小6 名古屋A 刈谷 瀬戸 岡崎 豊田 春日井 東海 合同 名古屋B 豊橋 一宮

Aコート 東海 合同 名古屋B 豊橋 一宮 名古屋A 刈谷 瀬戸 岡崎 豊田 春日井

レフリー 橋（木村） 岡（鴨下） 宮（内藤） 名（矢野） 刈（鈴田） 岡（鴨下） 橋（木村） 春（安部） 東（竹内） 刈（鈴田） 名（矢野）

（中学年7分-2分-7分入替4分）

昼休み

昼休み

（高学年10分-2分-10分入替3分）

昼休み

昼休み

（低学年7分-2分-7分入替4分）

昼休み

（幼稚園） （小2）

昼休み

昼休み

試合開始「５分前」には各コートに集合してください。

キックオフは対戦表の上段チームで開始する。トスは行わない。

陣地は対戦表の上段チームがメインスタンド側　

（野球場は上段チームがセンター外野席に近い側）

試合開始、終了のあいさつはグランド中央のみ行ってください。

試合終了後はすみやかにコートを空けてください。

レフリー省略名　　

豊橋：橋　　一宮：宮　　名古屋：名　　刈谷：刈　　瀬戸：瀬　　岡崎：岡　　

春日井：春　　東海：東　　豊田：田　　合同（愛西津島・ミドリ・蟹江）


