
第44回　冬季交流大会大和スポーツセンター運動会実施要項

20171216版

１、日時 2017年12月23日（土）午前9時～午後3時30分

２、場所 大和スポーツセンター競技場

大和市上草柳1-1-1（小田急線・相鉄線大和駅より徒歩5分）

駐車場使用は各スクール1台の用具運搬車（事務局へ要事前申請⇒駐車証発行）のみ

駐車証の無い車両は入場をお断りいたします。公共交通機関をご利用ください。

３、スタンド入場開始時刻：8時45分 ★荷物車は8：00までに入場すること。（場所確保できない為）

生徒（低学年含む）、指導員は体育館側大扉より直接グラウンドへ入場。

保護者の方はスタンド裏手階段よりスタンドへお上がり下さい。

9：00には選手全員（リレー参加の保護者含む）グラウンドで整列を開始してください。

４、役員・運営スタッフ集合時間：8時30分（スタッフミーティング開始）

５、プログラム

時間 集合時間等 進行担当

9：00－9：20 ●　 ファイナルカップ組み合わせ予備抽選 9：00リレー選手グランド集合 FC実行委員会/競技部会

9：30－10：00 ●　 開会式 島田事業部会長

＊リレーの選手は列の後方に整列

・役員挨拶　　山藤委員長

・来賓挨拶　　大和市長　大木　哲（さとる）様

　　　　大和市ラグビーフットボール協会会長  

古谷田 力(こやた つとむ)様

・注意事項説明 鈴木事業委員（大和RS）

・準備体操 大和ＲＳ指導員

10：00－10：45 ●　 リレー予選 田園RS/事業部会

200Mリレー：中学

100Mリレー：4年生‐6年生

５０Mリレー：幼児‐3年生

10：45-11：30 ●　 学年別競技

Aグループ：幼児‐2年生 事業部会

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

11：30-12：00 ●　 リレー決勝 11：20リレー選手 田園RS/事業部会

５０Mリレー：幼児‐3年生 スタンド下集合

100Mリレー：4年生‐6年生

200Mリレー：中学

12：00-12：40 ●　 神奈川県選抜　選手・スタッフ紹介 11：45エスコート3年生 ジュニア部会

●　 神奈川県選抜チーム紅白戦 スタンド下集合

12：40-13：55 ●　 一部閉会式（ミルキー解散）　丹治会長 ＊一部閉会式はグランド

昼食 ●　 県大会表彰 で実施 伊藤副委員長

●　 永年表彰 終了後生徒はスタンドへ 牧野事務局長

●　 神奈川県女子ラグビー活動紹介 女子部会

●　 第８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

13：55-14：15 ●　 ジュニア騎馬戦 13：45グランドサイド集合 ジュニア部会

14：15-15：15 ●　 スクール対抗綱引き（トラック使用） 綱引き 藤沢RS

＊14：00　選手はグランド内大扉前集合 14：00大扉前集合

15：15-15：30 ●　 閉会式 グランドで実施 島田事業部会長

・閉会の辞 伊藤副委員長

※神奈川県選抜選手紹介の際は在籍スクールの小学3年生がエスコートキッズを行います。

　　エスコートキッズはスクールジャージまたはスクールTシャツを着用ください。（下にピステ等着用可）

種目



６、注意事項

● 駐車場使用は各スクール1台の用具運搬車（事務局へ要事前申請⇒駐車証発行）のみ

駐車証の無い車両は入場をお断りいたします。

公共交通機関をご利用ください。

● 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、 〔７〕の雨天時会場をご確認下さい。

● 着替え・荷物置きはスタンドまたはスタンド下の室内アップ場をご利用いただき、

スクールごとにまとめて下さい。

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。

● スパイクは禁止。（※選抜紅白戦のみ使用可）

● 各自ヘッドキャップ持参。（小学生以下は学年別競技で使用、中学生は騎馬戦で使用。）

● 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。

● 競技中は原則スクールジャージ着用してください。（各スクールのジャージ運用規定に準ずる）

● グラウンド内での飲料は真水のみ。

● 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。指定場所のみ可。

● 昼食はスタンドをご利用ください。グラウンド内での食事は禁止。

● ゴミはすべて持ち帰ってください。

※各スクール、スタンド指定エリアのゴミをすべて回収後に解散してください。

● 施設等の破損の無いように利用しましょう。

● 最寄駅周辺が混雑しますので学年毎に時間差で帰宅するようにしてください。

● 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、雨天時対応

（事業部会：島田、佐藤（川崎RS）、小作 時間 14:00～　役員集合

　　宮台、木村、戸澗、鈴木） 14:30～　県大会表彰

会場：大和スポーツセンター体育館会議室 15:00～　ファイナルカップ抽選会

15:30～　永年表彰

16:00～　神奈川県スクール選抜壮行会



８、用具担当

NO. 担当スクール 用具

1 全スクール ボール3号球6個、4号球4個、（ボールは空気を入れた状態）、空気入れ

マーカー30枚以上（スクール名記入）、救急箱、インフルエンザ対策用品（消毒液等）

2 川崎市RS ハンドマイク1個

3 相模原RS ハンドマイク1個

4 藤沢RS ハンドマイク1個、ボール入れ用かご、竹棒

5 横須賀RS ハンドマイク1個、ピストル

6 大和RS リレーゼッケンシール、募金箱

7 ジュニア部会 5号球

8 事務局 ゴミ袋、鈴蘭テープ、ガムテープ、警備用ビブス、賞状、CD音楽、放送マイク、募金箱

スクール名プラカード

９、警備担当（各スクール２名、第３ゲート、第４ゲート階段を警備

　　　　8：45-9：30、13：00-13：30は大扉を開放するため、＋３名）

※階段警備担当者は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 大和・厚木・秦野・逗子葉山・YC

2 9:30-10:00 藤沢

3 10:00-10:30 麻生

4 10:30-11:00 海老名

5 11:00-11:30 グリーン

6 11:30-12:00 横浜

7 12:00-12:30 相模原

8 12:30-13:00 田園

9 13:00-13:30 横須賀・大和

10 13:30-14:00 鎌倉

11 14:00-14:30 川崎

12 14:30-15:00 茅ヶ崎

13 15:00-15:45 さがみ津久井・さがみ南・小田原・平塚



１０、競技種目要領

①リレー【田園RS】

１）50M×16　800Mリレー：幼児‐小学3年

○幼稚園・小学校１～3年までの各学年3名ずつ＋保護者（コーチ）男女各2名、計16名で1チームとする。

○50メートル×16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）100M×12　1200Mリレー：小学4年‐小学6年

○小学校4～6年までの各学年3名ずつ＋保護者（コーチ）3名（男女問わず）、計12名で1チームとする。

○100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）200M×8　1600Mリレー：中学

○フォワード4名、バックス4名の8名で1チームとする。

　ただし、3年生2名、2年生1年生3名ずつ入るようにする。不足の場合は下級学年で補う。

○200M×8名、ボールをバトンにしてリレーする。

○発送順は各チームで決定する。

○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。

リレーコース順

※第1レース、第2レース共にインコースから1～8とする。

○低学年・高学年共通

第1レース 第2レース

1コース 藤沢 1コース 麻生

2コース 大和 2コース 相模原

3コース 横浜 3コース 横須賀

4コース 秦野 4コース 鎌倉

5コース 厚木 5コース 田園

6コース 川崎 6コース さがみ南・逗子葉山

7コース 茅ヶ崎 7コース 小田原

8コース ＹＣ 8コース グリーン

9コース 海老名

○中学生

1コース 藤沢 1コース ＤＡＧＳ

2コース 大和 2コース 相模原

3コース 横浜 3コース 横須賀

4コース 秦野＆厚木合同 4コース 鎌倉

5コース 川崎 5コース 田園

6コース 茅ヶ崎＆海老名合同

※中学生はスクールによって助っ人対応あり



○リレー配置図

ポイント 低学年 高学年 ジュニア
第１・９走者 第１・５・９走者 第１・３・５・７走者
麻生 藤沢 YC
第２・１０走者
鎌倉

①

②

スタート・ゴール地点

鎌倉
第３・１１走者 第２・６・１０走者
グリーン 大和
第４・１２走者
さがみ津久井
第５・１３走者 第３・７・１１走者 第２・４・６・８走者
相模原 横須賀 海老名
第６・１４走者
逗子葉山
第７・１５走者 第４・８・１２走者
茅ヶ崎 横浜
第８・１６走者
秦野

※下段スクール名は誘導担当スクール
　　着順係（1位～4位）は田園RSが担当

⑦

⑧

②

③

④

⑤

⑥



②学年別競技
１）幼児‐小学2年
○　玉入れ　〔担当〕藤沢・川崎・ジュニア
・ ラグビーボールを使用して玉入れを行う。

○　ラグビー鬼ごっこ　〔担当〕横浜・麻生・相模原・さがみ津久井・ジュニア
・ 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〕茅ヶ崎・海老名・田園・ジュニア
・ 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【誘導担当：玉入れ担当RS】：玉入れ⇒ラグビー鬼ごっこ⇒ブルドック
小学１年生【誘導担当：鬼ごっこ担当RS】：ラグビー鬼ごっこ⇒ブルドック⇒玉入れ
小学２年生【誘導担当：ブルドック担当RS】：ブルドック⇒玉入れ⇒ラグビー鬼ごっこ

２）小学３年‐小学4年
○　ケンケン相撲〔担当〕グリーン・逗子葉山・YC・ジュニア
・1対1でケンケン足で相撲を取る。

○　○✕ゲーム〔担当〕鎌倉・秦野・横須賀・ジュニア
・ 2ﾁｰﾑに分かれて各ﾁｰﾑに割り当てられた物（ﾎﾞｰﾙ等）をｽﾀｰﾄﾗｲﾝから数ﾒｰﾄﾙ先の3ｘ3井形のﾏｽに、
各ﾁｰﾑ1人づつ走って行き、ﾏｽの中の自ﾁｰﾑに割り当てられた物を先に3個並べた方が勝ち。
（縦でも横でも斜めでもOK）
相手ﾁｰﾑの物を動かして並べさせない様に邪魔をする事も出来ます。

○　ぐるぐるピックアップ〔担当〕大和・厚木・さがみ南・ジュニア
・ スタートライン上で棒に頭をつけて１０回転した後ダッシュ、中間地点でボールをピックアップして
ゴールまで競争。

Aグループ：ケンケン相撲⇒○✕ゲーム⇒ぐるぐるピックアップ
厚木・海老名・鎌倉・川崎・グリーン・田園・YC【誘導担当：厚木】

Bグループ：○✕ゲーム⇒ぐるぐるピックアップ⇒ケンケン相撲
麻生・小田原・逗子葉山・茅ヶ崎・横浜【誘導担当：麻生】

Cグループ：ぐるぐるピックアップ⇒ケンケン相撲⇒○✕ゲーム
相模原・さがみ津久井・さがみ南・秦野・藤沢・大和・横須賀【誘導担当：相模原】

３）小学5年‐小学6年
○綱引き〔担当〕コーチ部会

当日混成チーム（4～8チーム）を作成して綱引きを行う。



②学年別競技
１）幼児‐小学2年
○　玉入れ　〔担当〕藤沢・川崎（６名）
・ かご（藤沢）、ボール多数、マーカー６０枚

○　ラグビー鬼ごっこ　〔担当〕横浜・麻生・相模原・さがみ津久井（１６名）
・ １５球、マーカー７５枚

○　ブルドック　〔担当〕茅ヶ崎・海老名・田園（１５名）
・ マーカー６０枚

２）小学３年‐小学4年
○　ケンケン相撲〔担当〕グリーン・逗子葉山・YC（１０名）
・ マーカー７５枚（３面分）

○　○✕ゲーム〔担当〕鎌倉・秦野・横須賀（９名）
2ﾁｰﾑに分かれて各ﾁｰﾑに割り当てられた物（ﾎﾞｰﾙ等）をｽﾀｰﾄﾗｲﾝから数ﾒｰﾄﾙ先の3ｘ3井形のﾏｽに、 ・ ボール９球、マーカー２４枚、ヘッドキャップ９個

○　ぐるぐるピックアップ〔担当〕大和・厚木・さがみ南（１６名）
・ ボール１０球、マーカー３０枚、棒10本（藤沢）



〇×ゲームの説明
●2ﾁｰﾑに分かれて、ｽﾀｰﾄﾗｲﾝに整列します。各ﾁｰﾑに割り当てられた駒（Ａﾁｰﾑﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ・Ｂﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ等）を数ﾒｰﾄﾙ先の3ｘ3井形のﾏｽに
各ﾁｰﾑ1人づつ走って行き、ﾏｽの中に有る各ﾁｰﾑに割り当てられた駒（Ａﾁｰﾑﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ・Ｂﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ）を先に3個並べた（縦でも横でも斜めでもOK）
ﾁｰﾑが勝ちに成ります。

ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ
Bﾁｰﾑが勝った時の状態

ゲームのやり方
一番先頭の選手は、自分のﾁｰﾑの駒（Ａﾁｰﾑﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ・Ｂﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ）を持ってｽﾀｰﾄﾗｲﾝに立ちます。ｽﾀｰﾄの合図でﾏｽまで走り、自ﾁｰﾑの駒を置きます。
置いたら自ﾁｰﾑの先頭の選手にハイタッチして最後尾に並び直し、また順番が来るのを待ちます。二番目の選手からは手ぶらでﾏｽまで走り、その状況を見て
自チームの駒を並べるか相手チームの駒をずらして邪魔をするかを判断して、物を一手だけ動かしたら自ﾁｰﾑの先頭の選手にハイタッチして最後尾まで戻ります。

ⒶⒶⒶⒶⒶⒶ

ⒷⒷⒷⒷⒷⒷ

Aﾁｰﾑ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ

Bﾁｰﾑ・ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ

自チームの駒を並べるか相手チームの駒をずらして邪魔をするかを判断して、物を一手だけ動かしたら自ﾁｰﾑの先頭の選手にハイタッチして最後尾まで戻ります。
これを繰り返して、上記の様に一列に駒を並べられたチームの勝ちと成ります。

ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ
最初は左記の様な配置で駒を置きます。
3個目の駒を置いた時にﾋﾞﾝｺﾞに成らない様に
しておきます。

ⒷⒷⒷⒷⒷⒷ

Aﾁｰﾑ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ

ⒶⒶⒶⒶⒶⒶ

Bﾁｰﾑ・ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ



④スクール対抗綱引き　〔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）
※奇数チームがスタンドから見て右側、偶数チームが左側でスタンバイ
　　準々決勝以降は奇数試合の勝利チームが右側、偶数試合の勝利チームが左側でスタンバイ

2回戦 準々決勝準決勝 準決勝準々決勝 2回戦 １回戦

⑤ジュニア騎馬戦　〔担当〕ジュニア部会
・２チーム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。
　２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。

⑭鎌倉

⑮

（６）

（７）

（８）
⑬

（１０）

（１１）

（１４） （１５）

（１２）

（１３）

（１６）

⑥

川崎

グリーン

海老名

厚木

（1）
⑯

大和

藤沢

田園

相模原

茅ヶ崎

横須賀

秦野

⑰

さがみ南・逗子葉山

麻生

⑨

⑩

⑪

⑫

⑧
（９）

決勝

横浜

ＹＣ

小田原

⑦

（２）

（３）

（４）

（５）

①

②

③

④

⑤



１１、競技レイアウト

○開会式

○学年別競技・綱引き

スクールごと整列（順不同）

リレー選手（ポイント毎・発

送順）

前から

低学年リレー

高学年リレー

ジュニアリレー選

○学年別競技・綱引き

Aグループ
幼児～2年生

・鬼ごっこ

・玉入れ ・ブルドック

Bグループ
3年生～4年生

・○✕ゲーム

・ケンケン相撲 ・ぐるぐるPU

綱引き（スクール対抗・Cグルー



１２、献血

各スクール最低5名の事前登録をお願いいたします。（安全対策部会集計）

担当時間

スクール名 時間帯

1 麻生 9：30～

2 厚木

3 海老名 10：00～

4 小田原

5 鎌倉

6 川崎 10：30～

7 グリーン

8 さがみ津久井 11：00～

9 相模原

10 さがみ南 11：30～

11 逗子葉山

12 茅ヶ崎 13：00～

13 田園

14 秦野 13：30～

15 平塚

16 藤沢

17 大和 14：00～

18 横須賀

19 横浜 14：30～

20 YC

21 神奈川DAGS

※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。



１３、会場案内図

第4ゲート入場スクール

○小田原・海老名・鎌倉・グリーン・秦野・横須賀・横浜

第3ゲート入場スクール

○麻生・厚木・川崎・さがみ津久井・相模原・さがみ南・逗子葉山・田園・神奈川ＤＡＧＳ

藤沢・大和・茅ヶ崎・平塚・ＹＣ

混雑緩和のため、指定のゲートより入場願います。

献血場所

8：30～9：20、13：00-13：30
大扉解放（解放時、警備対応）

（スクール生・指導員入場可）
第3ゲート解放
（警備対応）

第4ゲート解放
（警備対応）



小田急 江ノ島線

道路

横浜

鎌倉

鎌倉

横須賀

横須賀

横須賀

海老名

鎌倉

横須賀

階段

秦野

川崎

川崎

横浜

グリーン
横浜

横浜

グリーン田園

茅ヶ崎

小田原

麻生 茅ヶ崎 横浜

横浜

大和

厚木

平塚

藤沢

藤沢

田園

田園

相模原

相模原

相模原

大和
階段

YC藤沢 田園藤沢大和

さがみ・津久井

麻生

神奈川DAGS

逗子葉山

階段 階段

さがみ・南

テント テント

スタンド下、室内アップ場

を

スタンド下、室内アップ場

を


