
ミルキータイスケ＠二都県ミニラグビー交流大会（全７８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）

7時45分 駐車場解放　グランドの入場は８時００分ごろです。

8時00分 神奈川県ＲＳ指導員集合・グランド作成（幼児～２年生指導員）

8時50分 開会式＠グランドにて

9時00分 代表者ミーティング＠本部にて

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

Ｒ＆Ｂ 横浜Ａ 相模原Ｂ 田園Ａ 横浜Ａ 田園Ａ

横浜Ｂ 大和Ｂ 八王子 横浜Ｃ 田園Ｂ 横浜Ｂ

横浜Ｃ 田園Ｂ Ｒ＆Ｂ 田園Ｄ 横浜Ａ 横浜Ｂ

相模原Ａ 大和Ａ 相模原 横浜ＡＢ

田園Ａ 横浜Ａ Ｒ＆Ｂ 大和Ｂ 横浜Ａ 田園Ｂ

相模原Ｂ 横浜Ｂ 田園Ａ 横浜Ｂ

横浜Ｃ 大和Ａ 横浜Ｅ Ｒ＆Ｂ 横浜Ｂ 横浜Ａ

相模原Ａ 田園Ｂ 田園Ｂ 八王子 相模原 田園ＡＢ

ワセダＡ 大和Ａ 横浜Ｂ ワセダＢ

1220～1230

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

世田谷Ａ 横浜Ａ 世田谷Ｆ 田園Ｂ ワセダＡ 横浜Ｂ

慶應Ｂ 世田谷Ｂ 慶應Ｃ 相模原Ａ 田園Ａ ワセダＢ

世田谷Ｃ 大和 世田谷Ｅ 横浜Ｅ ワセダＣ 相模原Ｂ

田園Ｃ 世田谷Ｄ 横浜ＡＢＣＤＥ 慶應Ａ 横浜Ｄ ワセダＤ

世田谷Ａ 相模原Ａ 世田谷Ｅ 田園Ｄ ワセダＢ 横浜Ａ

田園Ａ 世田谷Ｂ 慶應Ｂ 横浜Ｂ 大和 ワセダＣ

世田谷Ｃ 慶應Ｃ 相模原Ｂ 世田谷Ｆ ワセダＤ 田園Ｃ

ワセダＤ 田園Ｃ 相模原Ａ ワセダＣ 大和Ｂ Ｒ＆Ｂ

世田谷Ｄ 横浜Ｃ 世田谷ＡＢＣＤＥＦ 横浜Ｄ ワセダＡ 慶應Ａ

1240～1250

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

世田谷Ａ 相模原Ａ 八王子 田園Ｄ ワセダＡ 横浜Ａ

大和Ｂ 世田谷Ｂ 慶應Ｄ 横浜Ｄ 相模原Ｂ ワセダＢ

世田谷Ｃ 田園Ｃ 横浜Ｆ 慶應Ｂ ワセダＣ 慶應Ａ

大和Ａ 世田谷Ｄ 世田谷Ｇ 横浜Ｅ 田園Ｂ ワセダＤ

世田谷Ｅ 横浜Ｂ 慶應Ｃ 相模原Ｃ Ｒ＆Ｂ 横浜Ｃ

田園Ａ 世田谷Ｆ 八王子 慶應Ｄ 世田谷Ａ 横浜Ａ

世田谷Ｂ 相模原Ｂ 慶應Ｂ 横浜Ｅ 横浜Ｄ 世田谷Ｇ

田園Ｂ 世田谷Ｃ 慶應Ｃ 田園Ｄ 世田谷Ｅ 相模原Ｃ

世田谷Ｄ 横浜Ｃ 慶應Ａ 田園Ａ 横浜Ｆ 世田谷Ｆ

1240～1250 小2合同アフターマッチファンクション

1200～1220

7-3-7 ２年 ２年 ２年1220～1240

第８試合

1140～1200

7-3-7 ２年 ２年 ２年

第７試合

1120～1140

7-3-7 ２年 ２年 ２年

第６試合 7-3-7 ２年 ２年 ２年

２年 ２年

第５試合

1040～1100

7-3-7 ２年 ２年 ２年1100～1120

0940～1000

２年

第４試合

1020～1040

7-3-7 ２年

第３試合

1000～1020

7-3-7 ２年 ２年 ２年

第２試合 7-3-7

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

７分ハーフ（7-3-7）

第７試合 1140～1200 7-3-7 １年 １年 １年

第６試合 1120～1140 7-3-7 １年 １年 １年

第５試合 1100～1120 7-3-7 １年 １年 １年

第４試合 1040～1100 7-3-7 １年 １年 １年

第３試合 1020～1040 7-3-7 １年 １年 １年

第２試合 1000～1020 7-3-7 １年 １年 １年

Ｂ－３面

７分ハーフ（7-3-7）

第１試合 0940～1000 7-3-7 １年 １年 １年

第８試合 1200～1220 7-3-7 年長 １年 年中

第７試合 1140～1200 7-3-7 年長 年少１年

第６試合 1120～1140 7-3-7 年長 年中

第５試合 1100～1120 7-3-7 年長 年長 年中

年少１年

第４試合 1040～1100 7-3-7 年長 年中

年中

第９試合

２年第９試合

1220～1240

第３試合 1020～1040 7-3-7 年長

第２試合

0940～1000 7-3-7 年長 年長 年中

1000～1020 7-3-7 年長 １年

幼児
ギオンフィールド Ａ－１面 Ａ－２面 Ａ－３面

７分ハーフ（7-3-7）

第９試合 １年 １年 １年7-3-7

1200～1220 ２年

２年 ２年

第１試合

第１試合 7-3-7 ２年 ２年 ２年

7-3-7

1220～1240 7-3-7

第８試合 ２年 ２年

２年

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



３・４年生タイスケ＠二都県ミニラグビー交流大会（全５０試合）
場所 三菱重工ラグビー場

準備 ８時より神奈川県の参加チームで行います
開会式 9時00分＠本部前にて
代表者ミーティング 9時10分＠本部前にて
開会式 12時00分＠本部前にて
代表者ミーティング 12時10分＠本部前にて

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 キックオフ 陣地本部側 レフリー担当

第1試合 1000～1025 世田谷Ａ 大和Ａ 世田谷Ａ 八王子Ａ 横浜Ａ 八王子Ａ 慶應Ａ 相模原Ａ 慶應Ａ ワセダＡ 田園Ａ ワセダＡ

第2試合 1025～1050 相模原Ｂ 世田谷Ｂ 相模原Ｂ Ｒ＆Ｂ 横浜Ｆ Ｒ＆Ｂ 田園Ｃ 慶應Ｃ 田園Ｃ 横浜Ｄ ワセダＢ 横浜Ｄ

第3試合 1050～1115 世田谷Ｃ 田園Ｂ 世田谷Ｃ 相模原Ｃ 八王子Ｂ 相模原Ｃ 慶應Ｂ 横浜Ｂ 慶應Ｂ ワセダＣ 大和Ｂ ワセダＣ

第4試合 1115～1140 横浜Ｃ 世田谷Ｄ 横浜Ｃ 世田谷Ａ 相模原Ａ 世田谷Ａ ワセダＡ 横浜Ａ ワセダＡ 横浜Ｅ ワセダＤ 横浜Ｅ

第5試合 1140～1205 世田谷Ｃ 横浜Ｂ 世田谷Ｃ 八王子Ａ 田園Ａ 八王子Ａ 相模原Ｃ 慶應Ｃ 相模原Ｃ ワセダＣ 横浜Ｄ ワセダＣ

第6試合 1205～1230 横浜Ｃ 世田谷Ｂ 横浜Ｃ 大和Ａ 八王子Ｂ 大和Ａ 横浜Ｆ 相模原Ｂ 横浜Ｆ 慶應Ｂ ワセダＢ 慶應Ｂ

第7試合 1230～1255 世田谷Ｄ 慶應Ａ 世田谷Ｄ Ｒ＆Ｂ 大和Ｂ Ｒ＆Ｂ 田園Ｃ 横浜Ｅ 田園Ｃ ワセダＤ 田園Ｂ ワセダＤ

1300～1315
第8試合 1300～1325 世田谷Ａ 相模原Ａ 世田谷Ａ Ｒ＆Ｂ 横浜Ｄ Ｒ＆Ｂ 慶應Ａ 大和Ａ 慶應Ａ ワセダＡ 横浜Ａ ワセダＡ

第9試合 1325～1350 田園Ｂ 世田谷Ｂ 田園Ｂ 世田谷Ｄ 大和Ｂ 世田谷Ｄ 横浜Ｃ 慶應Ｂ 横浜Ｃ 相模原Ｂ ワセダＣ 相模原Ｂ

第10試合 1350～1415 世田谷Ｃ 横浜Ｂ 世田谷Ｃ 八王子 相模原Ｃ 八王子 ワセダＢ 田園Ａ ワセダＢ

第11試合 1415～1440 慶應Ａ 世田谷Ａ 慶應Ａ 横浜Ｄ 田園Ｂ 横浜Ｄ 相模原Ａ ワセダＡ 相模原Ａ

第12試合 1440～1505 世田谷Ｂ 横浜Ａ 世田谷Ｂ 横浜Ｃ 世田谷Ｄ 横浜Ｃ Ｒ＆Ｂ 大和Ｂ Ｒ＆Ｂ ワセダＢ 相模原Ｂ ワセダＢ

第13試合 1505～1530 田園Ａ 世田谷Ｃ 田園Ａ 相模原Ｃ 慶應Ｂ 相模原Ｃ 大和Ａ 八王子 大和Ａ 横浜Ｂ ワセダＣ 横浜Ｂ

1530～1545
1545～1600

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、10-2-10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、各試合毎に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（ラグビー場：スタンドからみて左） B面（ラグビー場：スタンドからみて右）　 C面（野球場：本部からみて左）
１０分ハーフ（10-2-10）

３年アフターマッチファンクション

３年

４年

４年

３年

Ｄ面（野球場：本部からみて右）

完全撤収
４年アフターマッチファンクション

三菱重工ラグビー場



５年生タイスケ＠二都県ミニラグビー交流大会（全２０試合）
場所 ギオンスタジアム（競技場です）
開会式 12時00分＠本部にて
各チーム代表者ミーティング 12時15分＠本部にて

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 世田谷Ａ 相模原Ａ 世田谷Ａ 慶應Ａ 田園Ａ 慶應Ａ ワセダ 横浜Ａ ワセダ

第2試合 1300～1330 大和Ａ 世田谷Ｂ 大和Ａ 相模原Ｂ 慶應Ｂ 相模原Ｂ 江東Ｃ 横浜Ｃ 江東Ｃ

第3試合 1330～1400 八王子 大和Ｂ 八王子 Ｒ＆Ｂ 田園Ｂ Ｒ＆Ｂ 横浜Ｄ 相模原Ｃ 横浜Ｄ

第4試合 1400～1430 世田谷Ｃ 横浜Ｂ 世田谷Ｃ 慶應Ａ 相模原Ａ 慶應Ａ

第5試合 1430～1500 田園Ａ 世田谷Ａ 田園Ａ ワセダ 大和Ａ ワセダ 横浜Ｃ 大和Ｂ 横浜Ｃ

第6試合 1500～1530 世田谷Ｂ 横浜Ａ 世田谷Ｂ 江東Ｃ 相模原Ｂ 江東Ｃ 慶應Ｂ 横浜Ｄ 慶應Ｂ

第7試合 1530～1600 相模原Ｃ 世田谷Ｃ 相模原Ｃ 八王子 田園Ｂ 八王子 Ｒ＆Ｂ 横浜Ｂ Ｒ＆Ｂ

1600～1610
1610～1630

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。
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、各試合毎に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）
１２分ハーフ（12-3-12）

５年生アフターマッチファンクション
完全撤収

ギオンスタジアム



６年生タイスケ＠二都県ミニラグビー交流大会（全１６試合）
場所 ギオンスタジアム（競技場です）
駐車場開放 7時45分
グランド準備 ８時から神奈川県の参加スクールで行います。
開会式 ８時３０分＠グランドにて
各チーム代表者ミーティング ８時４０分＠本部にて

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 930～1000 世田谷Ａ 相模原Ａ 世田谷Ａ 江東Ａ 横浜Ａ 江東Ａ ワセダＡ 大和 大和

第2試合 1000～1030 横浜Ｂ 世田谷Ｂ 横浜Ｂ 八王子 慶應 八王子 Ｒ＆Ｂ 田園Ａ Ｒ＆Ｂ

第3試合 1030～1100 相模原Ｂ 江東Ｂ 相模原Ｂ 田園Ｂ ワセダＢ 田園Ｂ

第4試合 1100～1130 世田谷Ａ 大和 世田谷Ａ 江東Ａ 田園Ａ 江東Ａ ワセダＡ 横浜Ａ 横浜

第5試合 1130～1200 八王子 横浜Ｂ 八王子 相模原Ｂ Ｒ＆Ｂ 相模原Ｂ

第6試合 1200～1230 田園Ｂ 世田谷Ｂ 田園Ｂ 慶應 江東Ｂ 慶應 相模原Ａ ワセダＢ ワセダ

1245～1315
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）
１２分ハーフ

６年生リアルアフターマッチファンクション・壮行会

ギオンスタジアム


