
1. 目的

中学生ラグビーへの積極的な参加を図る。

2. 名称
第6回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ

3. 主催
神奈川県ラグビーフットボール協会

4. 主管
神奈川県ラグビーフットボール協会普及育成委員会ラグビースクール担当

5. 後援
神奈川県教育委員会　神奈川新聞社　ｔｖｋ(テレビ神奈川）　ラグビーマガジン　

6. 協賛　
（1) 企業・学校・団体協賛　(五十音順）  

（2）個人協賛 (敬称略、五十音順）  

     

7. 実施日及び会場
第1日目 2016年2月20日（土）海老名運動公園陸上競技場 9時～17時
第2日目 2016年2月21日（日）海老名運動公園陸上競技場 9時～17時
予備日 　　（未定）

8. 参加チームの資格要件　
（１）次の①～③のうちいずれかに該当するチーム
　　　①神奈川県ラグビーフットボール協会に登録しているラグビースクールのＵ12の「単独チーム」「合同チーム」
　　　②関東ラグビーフットボール協会に登録しているラグビースクールで、
　　　　神奈川県ラグビーフットボール協会普及育成委員会ラグビースクール担当が推薦したＵ12「単独チーム」
　　　③福島県ラグビースクールＵ12合同チーム
（２）帯同する指導者には必ずスタートコーチ1名以上とセーフティアシスタント（旧メディカルサポータ）1名以上を含めること。
（３）スポーツ傷害保険に加入していること。

9. 競技規則及び競技方法
（１) 平成27年度日本ラグビーフットボール協会制定のU-12 ミニラグビー競技規則による。
    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。」（神奈川県ローカルルール）
（２）競技方法は、2015年度神奈川県ミニラグビー県大会申し合わせ事項（別紙）に準ずる。

（３）試合時間は原則10分ハーフとする。
（４）試合形式は、予選リーグ総当たり戦(一部トーナメント）及び決勝トーナメント戦とする（ワールドカップ方式）。
（５）予選リーグの総当たり戦を行うA～Fグループは、勝ち点制とする。
     勝ちは勝ち点3、引き分けは勝ち点1、負けは勝ち点0（不戦敗は-1）として、合計勝ち点の1位チームは
　 　カップ戦トーナメント、2位チームはボウル戦トーナメント、3位チームはボウル戦トーナメントへ進む。　
　　※４チームのグループは第2日目に進出するトーナメントは別途定める。

　　勝ち点同数の場合は、次の順番で順位を決定する。①総得失点差  ②総トライ数 ③抽選 
（６）試合時間内で勝敗が決まらない場合は引き分けとする。トーナメントにおいて、次回戦への
    出場するチームは以下のような手順で出場権を決定する。①トライ数の多いチーム②抽選
　  決勝戦及び3位決定戦の場合は、両チーム優勝（3位）とする。

10. 表彰
カップ戦、プレート戦、ボウル戦の各トーナメントの優勝チーム、準優勝チーム、３位チームを表彰する。

11. スケジュール
第1日目 開会式　予選リーグ総当たり戦＆トーナメント戦
第2日目 カップ戦、プレート戦、ボウル戦 トーナメント　交流試合

閉会式

12. 参加費
1チームあたり　5,000円

13. その他
競技中に生じた負傷の応急処置をしますが、以後の責任は負いません。

1４.

http://finalcup.blog.fc2.com/

募集中

　　ただし、選手交代制限を設けない。６年生の人数不足を理由とする５年生の出場可（事前エントリー）。

大会公式ブログ

第6回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ実施要項

ラグビースクールミニラグビー集大成の小学6年生を対象に、競技大会を実施することで
ミニラグビーの普及と育成・発展及び小学生プレーヤーどうしの交流と競技力向上を促し、

募集中

http://finalcup.blog.fc2.com/


2016年2月20日（土）、21日（日）　2日間
１日目：海老名運動公園陸上競技場
２日目：海老名運動公園陸上競技場

【第１日目】
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第６回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ 競技実施要項(第1日目)



第１日目　2016年2月20日(土） 海老名運動公園陸上競技場

　9：40 

第１試合 10:30 ～ 10:53 予選Ｂグループ ③秦野
④大和・

さがみ南
予選Ｃグループ ⑤麻生 ⑥横須賀市

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 1 2

第２試合 10:57 ～ 11:20 予選Ｄグループ ⑦田園 ⑧茅ヶ崎 予選Ｅグループ ⑨鎌倉 ⑩海老名

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 3 4

第３試合 11:24 ～ 11:47 予選Ｆグループ ⑪厚木 ⑫相模原 予選Ａグループ ①藤沢 ②横浜

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 5 6

第４試合 11:51 ～ 12:14 予選Gグループ ⑬グリーン ⑭川崎市 予選Gグループ ⑮横浜ＹＣ ⑯北上

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 7 8

第５試合 12:18 ～ 12:41 予選Ｂグループ ③秦野 ⑰常総 予選Ｃグループ ⑤麻生 ⑱新潟市

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 9 10

第６試合 12:45 ～ 13:08 予選Ｄグループ ⑦田園 ⑲八千代 予選Ｅグループ ⑨鎌倉 ⑳西東京

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 11 12

第７試合 13:12 ～ 13:35 予選Ｆグループ ⑪厚木 ㉑福島県選抜 予選Ａグループ ①藤沢 ⑯山梨県

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 13 14

第８試合 13:39 ～ 14:02 予選Gグループ 7の敗者 ８の敗者 予選Gグループ 7の勝者 8の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 15 16

第９試合 14:06 ～ 14:29 予選Ｂグループ
④大和・

さがみ南
⑰常総 予選Ｃグループ ⑥横須賀市 ⑱新潟市

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 17 18

第10試合 14:33 ～ 14:56 予選Ｄグループ ⑧茅ヶ崎 ⑲八千代 予選Ｅグループ ⑩海老名 ⑳西東京

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 19 20

第11試合 15:00 ～ 15:23 予選Ｆグループ ⑫相模原 ㉑福島県選抜 予選Ａグループ ②横浜 ⑯山梨県

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 21 22
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大会スケジュール（第１日目）



【第２日目】
決勝トーナメント ※ (1) ～ (27)の数字は「大会スケジュール第2日目の試合番号」

■カップ戦トーナメント■

■プレート戦トーナメント■

(19)

■ボウル戦トーナメント■
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第６回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ 競技実施要項（第2日目)



第２日目　2016年2月21日(日） 海老名運動公園陸上競技場

第１試合 9:30 ～ 9:53 ボウル1回戦 A3位 － F3位 ボウル1回戦 B3位 － D3位

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (1) (2)

第２試合 9:57 ～ 10:20 ボウル1回戦 C3位 － E3位 プレート1回戦 A2位 － B2位

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ （3） （4）

第３試合 10:24 ～ 10:47 プレート1回戦 C2位 － D2位 プレート1回戦 E2位 － F2位

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ （5） （6）

第４試合 10:51 ～ 11:14 カップ１回戦 A1位 － E1位 カップ１回戦 B1位 － G2位

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ （7） （8）

第５試合 11:18 ～ 11:41 カップ１回戦 C1位 － F1位 カップ１回戦 D1位 － G1位

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ （9） (10)

第６試合 11:45 ～ 12:08 ボウル準決勝 （１）の勝者 － G4位 ボウル準決勝 （２）の勝者 － （３）の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (11) (12)

第７試合 12:12 ～ 12:35 プレート準決勝 （４）の勝者 － G3位 プレート準決勝 （５）の勝者 － （６）の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (13) (14)

第８試合 12:39 ～ 13:02 カップ準決勝 （７）の勝者 － （８）の勝者 カップ準決勝 （９）の勝者 － （１０）の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (15) (16)

第９試合 13:06 ～ 13:29 ボウル交流戦 （１）の敗者 － （２）の敗者 プレートボウル交流戦 （３）の敗者 － （６）の敗者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (17) (18)

第１０試合 13:33 ～ 13:56 プレート交流戦 （４）の敗者 － （５）の敗者 カップ交流戦 （７）の敗者 － （８）の敗者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (19) (20)

第１１試合 14:00 ～ 14:23 カップ交流戦 （９）の敗者 － （１０）の敗者 ボウル3位決定戦 （１１）の敗者 － （１２）の敗者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (21) (22)

第１２試合 14:27 ～ 14:50プレート3位決定戦（１３）の敗者 － （１４）の敗者 カップ３位決定戦 （１５）の敗者 － （１６）の敗者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (23) (24)

第１３試合 14:54 ～ 15:17 ボウル決勝戦 （１１）の勝者 － （１２）の勝者 プレート決勝戦 （１３）の勝者 － （１４）の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (25) (26)

第１4試合 15:37 ～ 16:00 カップ決勝戦 （１５）の勝者 － （１６）の勝者

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ (27)
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アフターマッチファンクション、閉会式

13:16

13:43

14:10

14:37

インターバル20分

－
15:12

大会スケジュール（第2日目）


