
各位
特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会

会長　勝又　修
理事長　小泉　剛

相模原ラグビースクール開校２０周年記念大会

平素、大変お世話になります。
来る平成２８年１月３１日（日）に相模原ギオンスタジアム・ギオンフィールドにおきまして
東京都及び神奈川県のラグビースクールをお招きして、下記のとおり交流大会を企画しております。
ぜひご参加いただけますようご案内申し上げます。

大会名称 第５回二都県ミニラグビー交流大会  Sagamihara　Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ
主催 特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会
主管 相模原ラグビースクール
協力 参加のラグビースクール
目的 ミニラグビーの普及発展をさらに促進させ、

両自治体で活動するラグビースクールの選手・コーチ及び関係者の交流を
最大の目的とする。

開催日 平成２８年１月３１日（日）　
時間 ９時～１６時　学年ごとに時間が異なります。

場所

住所 神奈川県相模原市南区下溝４１６９

アクセス・駐車場 バスでご来場の際は休日のバスの運行が少ないため、運行時間にご注意下さい。
自家用車でご来場の場合は、競技場隣接の第5駐車場（一般用243台　大型バス10台
身障者用6台）又は第4駐車場（454台）をご利用下さい。（無料）

対象学年 幼児～６年生まで
午前 幼児～２年・５・６年
午後 ３・４年

参加資格 ①日本ラグビーフットボール協会に個人登録済み。
②大会参加について、保護者の同意を得たもの。
③スポーツ傷害保険に加入しているもの。

試合数・組合せ 別紙参照。エントリーチーム毎に原則２試合の予定です。
原則試合のマッチアップは、東京vs神奈川でおこなう。

競技規則 日本ラグビー協会ミニラグビー競技規則に準ずる。
但し今大会のローカルルールとして、
①ゴールキックはなしとする。
　　トライ後のリスタートは、トライを取られたチームがキックオフするとする。
②選手交代は原則ハーフタイムにおこなり、全員平等に出場すること。
③３年生以上は各試合終了後、必ずアフターマッチファンクションを行うとする。
その他試験的ローカルルールを設定する場合があります。

参加スクール 横浜ラグビースクール 八王子ラグビースクール
田園ラグビースクール Ｒ＆Ｂラグビースクール
相模原ラグビースクール ワセダクラブ
大和CCラグビースクール 世田谷ラグビースクール
鎌倉ラグビースクール

中止の場合 雪などの悪天候で来場に支障がある場合には中止の可能性があります。
当日の朝６時頃、ご連絡いたします。

連絡・お問い合わせ 相模原ラグビースクール

携帯　０９０－４６０６－９７２２
Ｅメール wazawazayomuna1225@yahoo.co.jp

参加の有無を、１２月２１日（月）までにご連絡いただけますと助かります。
また１月１２日（火）までに、エントリー票を送付していただきますようお願いいたします。

平成28年1月19日

第５回二都県ミニラグビー交流大会 
Sagamihara Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ開催のお知らせ

相模原市麻溝公園内　相模原ギオンスタジアム・フィールド（旧　麻溝競技場）

副校長・競技委員　篠田茂泰

mailto:wazawazayomuna1225@yahoo.co.jp#


ミルキータイスケ＠二都県ミニラグビー交流大会（全５６試合）
場所 ギオンフィールド（サブトラック内の人工芝グランドです）
8時00分 駐車場解放　但しグランドの入場は必ず８時３０分以降です。陸上競技場の外周でウォーミングアップはできます。
8時00分 相模原指導員集合・グランド作成（幼児～６年生指導員）
9時05分 各チーム代表者ミーティング
9時15分 開会式＠グランドにて

キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当

ワセダA 横浜A 横浜 田園B 横浜B 田園 横浜A 田園A 横浜

田園A ワセダB ワセダ 横浜CD 相模原B 相模原 大和 横浜B 大和

ワセダC 相模原A 相模原 田園C 大和 大和 田園B 相模原 田園

横浜A 田園 田園 横浜B 横浜C 横浜

ワセダA 大和 ワセダ 田園A 相模原B 相模原 田園A 大和 大和

ワセダB 横浜C 横浜 田園C 横浜D 田園 相模原 横浜A 相模原

ワセダC 田園B ワセダ 横浜AB 相模原A 横浜 横浜B 田園B 田園

1200～1215

キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当

ワセダA 横浜A 横浜 ワセダD 田園B 田園 八王子A 大和A 大和

田園A ワセダB ワセダ 大和B 相模原B 相模原 横浜C 八王子B 八王子

ワセダC 横浜B 横浜 横浜D 田園C 田園 R&B 相模原A R&B

大和A ワセダD ワセダ 田園A 横浜A 横浜 相模原B 八王子B 相模原

ワセダC 横浜C 横浜 ワセダB 田園C 田園 八王子A 横浜D 八王子

相模原A ワセダA 相模原 田園B 横浜B 横浜 大和B R&B 大和

1200～1215

キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部からみて右 レフリー担当

ワセダA 田園A 田園 ワセダD 大和B 大和 横浜C 相模原B 相模原

横浜A ワセダB ワセダ 八王子 大和A 八王子 田園B 横浜B 横浜

ワセダC 横浜DE 横浜 R&B 相模原A R&B 大和C 田園C 田園

相模原B ワセダA ワセダ 田園B 八王子 田園 横浜A 田園A 横浜

ワセダC 大和A 大和 横浜BC R&B 横浜 横浜D 相模原A 相模原

大和C ワセダB ワセダ 田園C ワセダD 田園 大和B 横浜E 大和

1200～1215

幼児
ギオンフィールド Ａ－１面 Ａ－２面 Ａ－３面

第１試合 0940～1000 7-3-7 年長 年長 年中

第２試合 1000～1020 7-3-7 年長 年長 年中

第３試合 1020～1040 7-3-7 年長 年長 年中

第４試合 1040～1100 7-3-7 年少 年少

第５試合 1100～1120 7-3-7 年長 年長 年中

第６試合 1120～1140 7-3-7 年長 年長 年中

第７試合 1140～1200 7-3-7 年長 年長 年中

幼児合同でアフターマッチファンクション

１年
ギオンフィールド Ｂ－１面 Ｂ－２面 Ｂ－３面

第１試合 1000～1020 7-3-7 １年 １年 １年

第２試合 1020～1040 7-3-7 １年 １年 １年

第３試合 1040～1100 7-3-7 １年 １年 １年

第４試合 1100～1120 7-3-7 １年 １年 １年

第５試合 1120～1140 7-3-7 １年 １年 １年

第６試合 1140～1200 7-3-7 １年 １年 １年

小１合同アフターマッチファンクション

２年
ギオンフィールド C－１面 C－２面 C－３面

第１試合 1000～1020 7-3-7 ２年 ２年 ２年

第２試合 1020～1040 7-3-7 ２年 ２年 ２年

第３試合 1040～1100 7-3-7 ２年 ２年 ２年

第４試合 1100～1120 7-3-7 ２年 ２年 ２年

第５試合 1120～1140 7-3-7 ２年 ２年 ２年

小2合同アフターマッチファンクション

第６試合 1140～1200 7-3-7 ２年 ２年 ２年



５・６年生タイスケ修正＠二都県ミニラグビー交流大会（全２７試合）
場所 ギオンスタジアム（競技場です）
駐車場開放 ８時 但しグランドの入場予定時間は８時３０分です。陸上競技場の外周でウォーミングアップはできます。
グランド準備 ８時半から神奈川県の参加スクールで行います。
各チーム代表者ミーティング ８時４５分＠本部にて
開会式 ８時５５分＠本部前にて

５・６年生 ギオンスタジアム

キックオフ 12-3-12 陣地本部側 レフリー担当 キックオフ 12-3-12 陣地本部側 レフリー担当 キックオフ 12-3-12 陣地本部側 レフリー担当

第1試合 920～950 ワセダ ６年 相模原A 相模原 八王子 ６年 横浜A 横浜 世田谷A ６年 田園A 田園

第2試合 950～1020 R&B ６年 鎌倉 鎌倉 横浜B ６年 田園B 田園 大和 ６年 世田谷B 大和

第3試合 1020～1050 ワセダA ５年 横浜A 横浜 相模原B ６年 横浜C 相模原 世田谷B ５年 大和A 大和

第4試合 1050～1120 大和B ５年 ワセダB ワセダ 八王子 ５年 横浜B 八王子 田園A ５年 世田谷A 世田谷

第5試合 1120～1150 横浜DE ５年 相模原 横浜 八王子 ６年 田園B 八王子 横浜C ５年 田園B 田園

第6試合 1150～1220 ワセダ ６年 横浜B ワセダ 大和 ６年 田園A 田園 世田谷A ６年 横浜A 世田谷

第7試合 1220～1250 R&B ６年 相模原B 相模原 相模原A ６年 鎌倉 鎌倉 横浜C ６年 世田谷B 横浜

第8試合 1250～1320 ワセダA ５年 田園AB ワセダ 八王子A ５年 大和AB 大和 世田谷A ５年 横浜ABC 横浜

第9試合 1320～1350 横浜D ５年 ワセダB 横浜 東京女子 ５年 神奈川女子 相模原 横浜E ５年 世田谷B 世田谷

1300～1330
.

1350～1400
.

注意事項
１．試合前のブリーフィングは行わない。タイスケの左側に記載のチームがキックオフとし、右側のチームが本部側の陣地とする。
２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任をもって対戦スクールに依頼する。
３．試合時間は、12-3-12とする。ロスタイムはとらず、指定の時間に必ずタイムアップとする。
４．試合開始時刻３分前に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。
５．トライ後のゴールキックは行わない。その他、ルールについては日本協会ミニラグビー競技規則に基づく。
　但し、トライ後のリスタートのキックオフは、トライを取られたチームから再開する。
６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行い、アフターマッチファンクションを行う。
　　レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

A面（電光掲示板側） B面（中央）　 C面（本部からみて右）

５年生アフターマッチファンクション

６年生リアルアフターマッチファンクション・壮行会＠スタジアム内会議室（軽食有）



３年生タイスケ修正＠二都県ミニラグビー交流大会（全２１試合）
場所 ギオンフィールド（サブトラック内の人工芝グランドです）
各チーム代表者ミーティング １１時３０分＠本部付近
開会式 １１時４５分＠本部付近

１２時まではミルキーの交流大会を開催しておりますので、ご了承願います

３年生 ギオンフィールド

キックオフ 陣地　本部側 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部側 レフリー担当 キックオフ 陣地　本部側 レフリー担当

第1試合 1230～1300 ワセダA 横浜A 横浜 八王子 大和A 大和 世田谷A 相模原A 相模j原

12-3-12
第2試合 1300～1330 田園B ワセダB 田園 R&B　A 相模原BC R&B 田園A 世田谷B 世田谷

12-3-12
第3試合 1330～1400 ワセダC 横浜C ワセダ 横浜DE R&B　B 横浜 世田谷C 横浜B 世田谷

12-3-12
第4試合 1400～1430 田園A 世田谷A 田園 横浜A 八王子 八王子 大和BC 世田谷D 大和

12-3-12
第5試合 1430～1500 世田谷B 田園B 世田谷 相模原ACR&B　A 相模原 大和AC ワセダA ワセダ

12-3-12
第6試合 1500～1530 横浜D 世田谷C 世田谷 R&B　B 大和B 大和 ワセダB 横浜BC 横浜

12-3-12
第7試合 1530～1600 世田谷D 横浜E 横浜 東京女子 神奈川女子 相模原 相模原B ワセダC ワセダ

12-3-12
閉会式 1600～1610

完全撤収 16:30

注意事項
１．試合前のブリーフィングは行わない。タイスケの左側に記載のチームがキックオフとし、右側のチームが雑木林側の陣地とする。
２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任をもって対戦スクールに依頼する。
３．試合時間は、12-3-12とする。ロスタイムはとらず、指定の時間に必ずタイムアップとする。
４．試合開始時刻３分前に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。
５．トライ後のゴールキックは行わない。その他、ルールについては日本協会ミニラグビー競技規則に基づく。
　但し、トライ後のリスタートのキックオフは、トライを取られたチームから再開する。
６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行い、アフターマッチファンクションを行う。
　　レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

A面（本部からみて左） B面（中央） Ｃ面（本部からみて右）

閉会式
完全撤収



４年生タイスケ修正＠二都県ミニラグビー交流大会（全１８試合）
場所 ギオンスタジアム（競技場です）

各チーム代表者ミーティング 12時45分＠本部にて
開会式 13時00分＠本部前にて

４年生 ギオンスタジアム

キックオフ 陣地本部側 レフリー担当 キックオフ 陣地本部側 レフリー担当 キックオフ 陣地本部側 レフリー担当

第1試合 1350～1415 ワセダA 横浜A 横浜 八王子 田園A 田園 世田谷A 相模原A 相模原

10-3-10
第2試合 1415～1440 田園BC ワセダB ワセダ ワセダD 相模原BC 相模原 大和A 世田谷B 世田谷

10-3-10
第3試合 1440～1505 ワセダC 大和BC 大和 横浜C 世田谷D 世田谷 世田谷C 横浜B 横浜

10-3-10
第4試合 1505～1530 ワセダB 相模原A ワセダ ワセダD 横浜BC 横浜 田園BC 世田谷B 田園

10-3-10
第5試合 1530～1555 田園A ワセダA 田園 大和BC 八王子 八王子 世田谷A 横浜A 横浜

10-3-10
第6試合 1555～1620 大和A ワセダC ワセダ 東京女子 神奈川女子 相模原 世田谷CD 相模原BC 世田谷

10-3-10
1620～1630

17時
注意事項
１．試合前のブリーフィングは行わない。タイスケの左側に記載のチームがキックオフとし、右側のチームが本部側の陣地とする。
２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任をもって対戦スクールに依頼する。
３．試合時間は、10-3-10とする。ロスタイムはとらず、指定の時間に必ずタイムアップとする。
４．試合開始時刻３分前に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。
５．トライ後のゴールキックは行わない。その他、ルールについては日本協会ミニラグビー競技規則に基づく。
　但し、トライ後のリスタートのキックオフは、トライを取られたチームから再開する。
６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行い、アフターマッチファンクションを行う。
　　レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

A面（電光掲示板側） B面（中央）　 C面（本部からみて右）

閉会式
完全撤収



◆交通

○小田急線／
相模大野駅北
口からバス

※時間によっ
てバス停が変
わるため注意
してください。

　 　当60系
統3番「女子美
術大学行」で
約25分

　 　「女子美
術大学」下車
徒歩6分

　 　「女子美
術大学行」で
約20分

　 　「女子美
術大学」下車
徒歩6分

駐車場案内


