
第42回　冬季交流大会横浜スタジアム運動会実施要項

〈20151206版〉

１、日時 2015年12月13日（日）午前9時～午後3時30分

２、場所 横浜スタジアム

横浜市中区横浜公園

３、スタンド入場開始時刻：8時40分

４、役員・運営スタッフ集合時間：8時00分

５、プログラム

時間 進行担当

8:45－9:00 ●　 ファイナルカップ組み合わせ予備抽選 FC実行委員会/競技部会

9:00－9:20 ●　 開会式 佐藤事業部会長

・役員挨拶　　角田委員長

・注意事項説明 佐藤事業副部会長

・準備体操 依田指導員（大和RS）

9:30－10:10 ●　 小学生以下リレー予選会 田園RS/事業部会

100Mリレー：4年生‐6年生

５０Mリレー：幼児‐3年生

10:10－11:00 ●　 学年別競技

Aグループ：幼児‐2年生 事業部会（ジュニア一部手伝い）

Bグループ：3年生‐4年生 事業部会

Cグループ：5年生‐6年生 コーチ部会

Dグループ：中学生 ジュニア部会

11:00－11:50 ●　 リレー決勝 田園RS/事業部会

５０Mリレー：幼児‐3年生

100Mリレー：4年生‐6年生

200Mリレー：中学

11:50－12:10 ●　 2019ワールドカップ告知イベント 牧野事務局長

12:10-13:30 ●　 一部閉会式（ミルキー解散）　丹治会長

昼食 ●　 県大会表彰 伊藤副委員長

●　 永年表彰 牧野事務局長

●　 第６回ファイナルカップ組み合わせ抽選会 FC実行委員会/競技部会

13:30-13:50 ●　 大玉競争 事業部会

13:50-14:40 ●　 綱引き 藤沢RS

14:40-15:00 ●　 ジュニア騎馬戦 ジュニア部会

15:00-15:30 ●　 神奈川県選抜　選手・スタッフ紹介 ジュニア部会

●　 神奈川県女子ラグビー活動紹介 女子部会

●　 閉会式 佐藤事業部会長

・閉会の辞 山藤副委員長

種目



６、注意事項

● 当日雨天の時は6時00分までに各スクール事業部会委員に連絡網で通知します。

また県協会HPでもご案内します。

（雨天中止の際の功労者表彰等につきましては、下記８の雨天時会場をご確認下さい。

● 着替えはスタンドで、スクール別にまとめて行って下さい。

防寒対策については各自で対策を講じてください。（座布団の準備など）

スタンド座席を拭く雑巾を持参ください。

● ゴミはすべて持ち帰ってください。売店以外はすべてゴミ箱を逆さにし、使用禁止とします。

● 施設等の破損の無いようにしましょう。

● グラウンド内は運動靴を使用してください。保護者の方も運動靴の準備をお願いいたします。

● グラウンド内での飲食・喫煙は厳禁です。喫煙はスタンド内も禁止。指定場所のみ。

● 各学年とも競技中は原則スクールジャージを着用すること。（各スクールのジャージ運用方法に準ずる）

● このイベントにおいてスポーツ1日保険は加入していません。

保険未加入者については各スクールで対応をお願いいたします。運営事務局は、一切の責任を負いません。

７、スタンド配置

小田原

厚木

海老名

麻生

鎌倉

川崎市

グリーン

さがみ津久井・さがみ南

相模原

田園

横浜

横須賀

藤沢

大和

茅ヶ崎

逗子葉山 入場ゲート【８：４０開門予定】

秦野

横浜YC

８、雨天時対応（佐藤、島田、佐藤、戸澗、土平、長橋、小野塚、石田、和田、岩見）

会場：横浜スタジアム内会議室

※駐車場入り口（首都高速側3番・4番ゲート間）付近に誘導係を配置いたします。

時間 14:00～　役員集合

14:20～　県大会表彰

14:40～　ファイナルカップ抽選会

15:10～　永年表彰

15:30～　神奈川県スクール選抜壮行会

席

塁

側

3

内

野



８、用具担当

NO. 担当スクール 用具

1 全20スクール ボール3号球１個、4号球１個、5号球１個、マーカー３０枚

空気入れ、救急箱、インフルエンザ対策用品（消毒液等）

2 横浜RS ハンドマイク1個、スクール名プラカード、CD音楽

3 川崎市RS ハンドマイク1個

4 相模原RS ハンドマイク1個

5 藤沢RS ハンドマイク1個

6 横須賀RS ハンドマイク1個、ピストル

7 大和RS 「何人入れるか」用枠、リレーゼッケンシール

8 グリーンRS リレー用パイロン等

9 事務局 ゴミ袋、鈴蘭テープ、ガムテープ、警備用ビブス、賞状、放送マイク

９、警備担当（各２名、合同は１名ずつ、６番ゲートを警備）

※警備用ビブスを着用、次のスクールに引き継ぎをお願いいたします。

　　不審者侵入防止のため、積極的なあいさつ、声掛けをお願いいたします。

時間 担当スクール

1 8:45-9:30 横浜（開門時のみ４名対応）

2 9:30-10:00 藤沢

3 10:00-10:30 麻生

4 10:30-11:00 厚木・秦野

5 11:00-11:30 大和

6 11:30-12:00 海老名・逗子葉山

7 12:00-12:30 グリーン

8 12:30-13:00 相模原

9 13:00-13:30 横須賀

10 13:30-14:00 鎌倉

11 14:00-14:30 川崎

12 14:30-15:00 茅ヶ崎

13 15:00-15:30 田園



１０、競技種目要領

①リレー【田園RS】

１）50メートルリレー：幼児‐小学3年

○幼稚園・小学校１～3年までの各学年2名ずつ＋保護者（コーチ）男女各2名、計12名で1チームとする。

○各50メートル×12名、ボールをバトンにしてリレーする。

○発送順は幼児⇒1年⇒2年⇒保護者（コーチ）⇒3年生

○アンカーがゴールに入った順に着順を決する。

○予選2試合、上位各4チーム計8チームが決勝戦を行う。

２）100メートルリレー：小学4年‐小学6年

○小学校4～6年までの各学年2名ずつ＋保護者（コーチ）男女各４名、計14名で1チームとする。

○小学生100メートル×6名＋保護者50メートル×8名、ボールをバトンにしてリレーする。

○発送順は4年⇒5年⇒保護者（コーチ）⇒6年生

○アンカーがゴールに入った順に着順を決する。

○予選2試合、上位各4チーム計8チームが決勝戦を行う。

３）２００メートルリレー：中学

○フォワード3名、バックス3名＋指導員2名の8名で1チームとする。

　ただし、各学年2名ずつ入るようにする。不足の場合は下級学年で補う。

○中学生200メートル×6名＋指導員100メートル×2名

○発送順はFW⇒指導員⇒BK

○アンカーがゴールに入った順に着順を決する。

リレー共通コース順

※第1レース、第2レース共にインコースから1～8とする。

第1レース

1コース 藤沢

2コース 厚木

3コース 横浜YC

4コース 川崎市

5コース 海老名

6コース グリーンクラブ

7コース 田園

8コース 横須賀市

第2レース

1コース 大和

2コース 秦野

3コース 麻生

4コース 鎌倉

5コース 逗子葉山

6コース 茅ヶ崎

7コース 相模原連合

8コース 横浜

※スクールによって助っ人対応あり



②学年別競技
１）幼児‐小学2年
○何人は入れるか　〔担当〕横須賀・横浜・茅ヶ崎
・ 2メートル四方の枠内に大人10名＋子供が何人は入れるかを競う。
・ 子供を持ち上げるのは不可。片足は必ず地面につけること。

○ラグビー鬼ごっこ　〔担当〕相模原・海老名・さがみ津久井・さがみ南・秦野・横浜YC
・ グリッド内で鬼はボールをつなぎながら子供を追う。ボールでタッチされたらアウト。

○ブルドック　〔担当〕大和・麻生・厚木・逗子葉山
・ 鬼数名（参加人数に応じて）と逃げ役が対面で整列。
・ 鬼の「ブルドック！」の掛け声で一斉に対面に向かって駆け抜ける。鬼にタッチされたら鬼になる。
・ 複数回行い、鬼はどんどん増え、最終的に逃げ切ったら勝利。

幼児：何人は入れるか⇒ラグビー鬼ごっこ⇒ブルドック
小学１年生：ラグビー鬼ごっこ⇒ブルドック⇒何人入れるか
小学２年生：ブルドック⇒何人入れるか⇒ラグビー鬼ごっこ

２）小学３年‐小学4年　〔担当〕藤沢・鎌倉・川崎・グリーン
○ラグビーボールドッジボール
・ 別紙詳細確認

３）小学5年‐小学6年
○ラグビーポートボール　〔担当〕コーチ部会

４）中学
○タッチフット　〔担当〕ジュニア部会
・学年別競技中は１面のみ使用可、他学年競技のお手伝いをお願いいたします。
・その他の時間は空いているスペースにコートを増やし、随時使用可とします。



③大玉競争
○２０スクールを紅白チームに分けて大玉ころがし（頭上)を実施。
参加はスクール生、コーチ、が家族全員とする。DAGSは出身スクールで出場。
・紅チーム：厚木・麻生・海老名・小田原・鎌倉・川崎市・グリーン・さがみ津久井・相模原・さがみ南
（ライト側） 逗子葉山・茅ヶ崎
・白チーム：田園・秦野・藤沢・大和・横須賀市・横浜・横浜YC
（レフト側）

○赤チームはライトからセンターへ
白チームはレフトからセンターへ

○センターからはアンカー２名ずつが
大玉を転がしリレーしマウンドへ
先にゴールしたチームの勝利
・赤アンカー：鎌倉、川崎、グリーン
　　　　　　　　相模原のJr.各１名
・白アンカー：田園、藤沢、横須賀
　　　　　　　　横浜のJr.各１名

④綱引き　〔担当〕
○チーム編成：小学３年生‐６年生各５名（２０名）＋中学生・コーチ・保護者で20名、合計４０名で１チーム。
選手の不足については下級生チームからの補充または他スクールからの助っ人で対応。
（上級学年での補充は不可）
※奇数チームがホームベース側、偶数チームがレフト側でスタンバイ

⑤ジュニア騎馬戦　〔担当〕ジュニア部会
・東西に分かれて騎馬戦を２回戦行う。２戦して決着がつかない場合は大将戦を行う。
　東西チームはビブス等で判別できるようにする。
・騎上の選手はヘッドキャップを着用（固定しない）、そのヘッドキャップを取り合う。
・競技用のヘッドキャップは、各参加者が準備する。

⑮厚木

⑯藤沢

(5)

(6)

(7)

(8)

⑬川崎市

⑨横須賀市

⑩田園

⑪グリーンC
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⑭横浜YC
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⑦秦野

⑧大和

(1)

(2)

(3)

(4)

①横浜

②相模原連合

③茅ヶ崎

④逗子葉山

⑤鎌倉

⑥麻生

ゴール



開会式時レイアウト

リレー時レイアウト

リレートラック

リレー出場選手

集合場所

中学

お立ち

スクールごと整列

（順不同）

リレー選手

（コース・発送順）

高学年が前、

低学年が後



学年別競技時レイアウト

グリッド競技時レイアウト抜粋

3-4年

ラグビードッジボー

ル

中学生

タッチフット

（ジュニア部会担当）

5‐6年生

ボールゲーム

（コーチ部会担当）

幼児‐2年生

グリッド競技

ラグビー鬼ごっこ何人入れるか

ブルドック





11、献血

場所：6番ゲートを出て左、階段を下りた中継車駐車スペースに献血バス2台配置

担当時間

時間 担当スクール

1 9:30-10:00 麻生・厚木

2 10:00-10:30 海老名・小田原

3 10:30-11:00 鎌倉・川崎

4 11:00-11:30 グリーン・さがみ津久井

5 11:30-12:00 相模原・さがみ南

6 13:00-13:30 逗子葉山・茅ヶ崎

7 13:30-14:00 田園・秦野

8 14:00-14:30 藤沢・大和

9 14:30-15:00 横須賀・横浜

10 15:00-15:30 YC

※時間帯は大幅にずれることが予想されますので、目安としてください。

　　進捗状況は場内アナウンスいたします。


