
2016,12,12． 

とどろきラグビーフェスティバル２０１６－２０１７ 

                   第１部 ミルキーフェスタ・ミルキー交流大会 

                   第２部 ラ・ガールズ交流大会ｉｎとどろき 

                                                    神奈川県ラグビーフットボール協会 

                                                     普及・育成委員会 事業部会 

                                                    川崎市ラグビーフットボール協会 

 

＜大会要綱＞ 

  ・県下スクールのゴールデンエイジ（GＥ）であるミルキー学年に普段はなかなか体験する事のできない競技場で 

   試合・競技を通して交流する場を提供する。 

  ・県下のミルキー学年の子供たち（スクール生以外）にラグビーボールに触れて頂く場を提供すると共にスクール 

   活動の一端をご覧頂くことでラグビーへの興味を深めて頂き、今後スクール生の拡大に繋げる。 

  ・女子選手の活動の場を増やす事で、普及・育成に繋げるとともに選手相互交流の場を提供する。 

 

 日時 ： ２０１７年１月１５日（日） ９：００～１３：００ （第 2部 １３：３０～１６：3０は女子交流試合を開催） 

 場所 ： 川崎市等々力陸上競技場 

        住所    ： 川崎市中原区等々力 1-1 

         アクセス ： 「武蔵小杉駅 」よりバス１０分又は徒歩約２０分  

              「武蔵中原駅 」より徒歩約２０分  

 対象 ： 第一部 幼児（年中・年長）・１年生・２年生 スクール在校生及び一般 

       第二部 神奈川・東京 スクール所属の女子選手 

 スケジュール ：  

NO. 時間 内容 備考 

1  8:00 役員・事業部会委員 集合・事前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（麻生ＲＳ・川崎市ＲＳ指導員を含む） ７ゲート 

２  8:30 参加スクール生・指導員 集合 入場７ゲート 

３  8:30 参加スクール 代表者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 本部前 

４  9:00～ 9:20 開会式 

 開会御挨拶 

 来賓御挨拶 

佐藤部会長 

５  9:30～12:50 交流試合 幼児～小２ ８面 

６  9:30～12:50 グリッド競技 トラック・インゴール 

７ 13:00～13:25 ミルキーフェスタ閉会式 ラガール開会式 （丹治会長） 佐藤部会長・林部会長 

８ 13:30～16:30 ラ・ガールズ交流試合  

９ 17:00 完全撤収  

   ※一般参加者の受付開始時間 ８：３０ ～ ９：３０ 

   ※交流試合スケジュール・グリッド競技の詳細スケジュールは別表を作成。 

    

＜注意事項＞ 

  ・当日雨天の場合は、６時００分までに、事業部会委員を通して各スクールへ連絡します。 

   尚、正式な中止の連絡は、６時３０分までに県協会ＨＰにｕｐ致します。 



  ・来場の際には、極力 公共交通機関をご利用下さい。 

   等々力緑地内は現在改修工事が行われているため、駐車場の台数に限りがあります。 

   当日、他のイベント等の開催が確認された場合には別途ご案内をさせて頂きます。 

   ※役員及び各スクール 用具車１台については、メインスタンド下の駐車場を確保します。 

     車番・車種・ドライバーについて、事前登録をお願い致します。１／７までに事業部会 島田まで申請下さい。 

     但し、入庫は８：００～９：００までの間にお願いします。（ygshima.a1965@gmail.com） 

  ・スタンド（荷物置場）は各スクール毎に場所を設定致します。指定された場所を使用下さい。 

   貴重品管理を含めて、各スクールで管理実施をお願い致します。 

  ・競技参加にあたっては、原則スクール指定のジャージ・Ｔシャツの着用をお願いします。 

  ・試合前のアップはグランド外の空きスペースにて実施して下さい。 

  ・保護者の方は競技場トラックまでの入場は可能です。但し運動靴（スニーカー）のみと致します。 

   それ以外の靴での入場はお断りします。試合観戦以外はグランドサイドに入らない様にご協力をお願いします。 

  ・グランド内での飲食は厳禁ですが、競技を行う子供の水分補給はその限りではありません。 

   ただし、グランド内は天然芝ですので、水分補給は水のみでお願いします。 

  ・競技場施設内は全面禁煙です。 

  ・指定されたスタンド以外には立ち入らない様にお願い致します。またスタンドで走り回ったり、ボールを使用する事は 

   厳禁とさせて頂きますので、見かけた場合は指導員から注意をお願い致します。 

  ・ゴミ箱の設置はしておりません。ゴミの持ち帰りにご協力をお願い致します。 

 

＜お願い＞ 

   ミルキーフェスタ終了後１３：３０から１６：３０まで、神奈川県内の女子チームと東京の女子チームによる交流試合を 

   開催致します。ミルキーフェスタ終了後の参加生徒は、時間の許す限り女子選手の応援をお願いします。 

 

＜グリッド競技について:：競技エリアは別紙-1参照＞ 

（カッコ内の太字：競技運営責任スクール、○数字：競技運営コーチの必要人数。） 

  １．サーキット（田園③、海老名③、小田原①、逗子葉山①、横須賀②）  

    ・縦一列に ラダー →ミニハードル→ハンドダミー の順に配置する。（２ﾚｰﾝ配置 ： 別紙-2 ｻｰｷｯﾄ配置図参照。） 

      ハンドダミーの後方のマーカー(ライン)を超えたら「トライ！」とコールする。 

     （ボール：１０ヶ、マーカー：８枚、ラダー：２セット、ミニハードル：１２個、ハンドダミー：２個）←２レーン分として 

  ２．玉入れ（藤沢②、麻生③、秦野①） 

・競技時間の目安：３分～５分（待ち時間見合いで調整） 

     （ボール：６０ヶ、マーカー：６０枚、玉入れネット：２台） 

３．ボール集め（横浜②、鎌倉②、グリーン②、相模原②、川崎②） 

・競技時間の目安：２分（２面） 

・ボールは７個で開始。高学年であれば６個で始め、途中で１個投入する等・・・、 

子供達の年齢（判断力）に応じて対応する。 

（ボール：１４ヶ、マーカー８ヶ、ヘッドキャップ：１６個） 

４．ラグビー ストラックアウト（大和②、YC①） 

  ・パスまたはキックで的に当てる。 

  ・パスまたはキックを行うポイント（的までの距離）は年齢に応じて適時設定する。 

（ボール：３ケ、マーカー：４枚、キックティー：１個 バックネット：１式） 

 



＜タイムスケジュール役割分担＞ 

NO. 時間 役割 担当者 

１ 7:45 ゲート開錠 施設開錠 

役員・関係者用 駐車場 開錠 入庫受付 

川崎 伊藤・加治屋 

川崎 赤池 

２ 8:00 ～ 8:15 役員・事業部会委員 集合・事前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（麻生ＲＳ・川崎市ＲＳ

指導員を含む） 

メインスタンド下 駐車場にて実施。 

事業 佐藤・島田 

３ 8:00 ～ 8:30 受付設営                  川崎４名（５年） 八尋・木村・佐藤忠・中條 

４ 8:15 ～ 9:00 警備・案内 

 入場ゲート                麻生２名 

 横断歩道 競技場前         川崎２名（中学） 

 横断歩道 レストハウス前      麻生２名 

 駐車場  東駐車場（競技場裏）  川崎２名 

  

 

麻生（小作、倉谷） 

山本 

麻生（千秋、宮本） 

八尋 

 

５ 8:15 ～ 8:45 本部設営                 川崎４名（ミルキー） 

音響関係準備 

岩淵・小池・木下・富田 

加治屋 青木 

６ 8:15 ～ 9:30 グランド設営               川崎（３年～６年・中学） ８

面（コーン） 

主担当 川崎 保坂・橋本 

７ 8:15 ～ 8:55 グリッド競技準備   事業部会 委員 

スタンド スクール荷物置場設定  事業部会委員 

 １．グリッド競技 

 ２．玉入れ 

 ３．ボール集め 

４．ラグビー ストラックアウト 

 

（田園、海老名、小田原、横須

賀、逗子葉山） 

（藤沢、麻生、秦野） 

（横浜、鎌倉、ｸﾞﾘｰﾝ、相模原） 

（大和、YC） 

８ 8:30 ～ 9:30 受付開始 

 来賓受付   正面入口 

 一般参加者 受付 （ＲＳ委員会役員）・・・7番ゲート 

 メディア受付 

 

川崎 宍戸・渡邉・伊藤・飯田 

委員会役員 

広報 廣野 

９ 8:30 ～  8:45 全体ミーティング ご挨拶 角田委員長・渡邉校長 事業 佐藤・島田 

10 9:00 ～  9:20 

 

開会式 

 開会挨拶  角田委員長 

 来賓挨拶  １． 

         ２． 

 注意事項  佐藤部会長 

事業 佐藤部会長・大和 佐藤 

11 9:30～ 12:50 交流試合進捗管理 

 Ａ面  川崎３年 （2名） 

 Ｂ面  川崎４年 （2名） 

 Ｃ面  グリーン （2名） 

 Ｄ面  麻生２年 （2名） 

 Ｅ面  川崎中学 （2名） 

 Ｆ面  川崎５年 （2名） 

 Ｇ面  麻生１年 （2名） 

タイムキーパー 川崎 伊藤・加

治屋 

高吉・小川 

佐久間・久保 

 

麻生/齋川、笹崎、(ﾚﾌ：濱田、岸

田) 

山本 



 Ｈ面  川崎６年 （2名） 

 交流試合終了後は、ガールズ用にグランド設営を実施。 

 グリッド競技 撤収 

佐藤忠・木村 

麻生/村山、田口 

堀・山上 

保坂・橋本（川崎ＲＳ全コーチ） 

事業部会委員 

12 13:00～13:25 ミルキーフェスタ閉会式 ラガール開会式 （丹治会長） 佐藤部会長・林部会長 

13 13:30～16:30 ガールズ 交流試合 進捗管理 

Ａ面 

Ｂ面 

オール面 

チーム紹介 アナウンス 

全体統括川崎 吉田 

 

 

 

女子 林部会長 

14 16:30～17:00 撤収作業  参加関係者 全員  

                                                                                                                                                        


