
◆6月29日（土）
日体大ラグビー祭
会場：健志台Ｇ

キックオフ
観客席側

奥側 レフリー担当
キックオフ
観客席側

奥側 レフリー担当
キックオフ
観客席側

中側 レフリー担当

第1試合 8：20～8：28 2年生 大和 グリーン 麻生 1年生 大和 グリーン 麻生 幼児 大和 グリーン 麻生
ｂｒ 8分 8分 8分

第2試合 8：30～8：38 2年生 麻生 グリーン 大和 1年生 麻生 グリーン 大和 幼児 麻生 グリーン 大和
ｂｒ 8分 8分 8分

第3試合 8：40～8：48 2年生 大和 麻生 グリーン 1年生 大和 麻生 グリーン 幼児 大和 麻生 グリーン
ｂｒ 8分 8分 8分

第4試合 8：50～8：58 2年生 大和 グリーン 麻生 1年生 大和 グリーン 麻生 幼児 大和 グリーン 麻生
ｂｒ 8分 8分 8分

第5試合 9：00～9：08 2年生 グリーン 麻生 大和 1年生 グリーン 麻生 大和 幼児 グリーン 麻生 大和
ｂｒ 8分 8分 8分

第6試合 9：10～9：18 2年生 1年生 幼児
ｂｒ 8分 8分 8分

第7試合 9：20～9：28 2年生 大和 麻生 グリーン 1年生 大和 麻生 グリーン 幼児 大和 麻生 グリーン
ｂｒ 8分 8分 8分

第8試合 9：30～9：38 2年生 グリーン 麻生 大和 1年生 グリーン 麻生 大和 幼児 グリーン 麻生 大和
ｂｒ 8分 8分 8分

第9試合 9：40～9：48 2年生 グリーン 大和 麻生 1年生 グリーン 大和 麻生 幼児 グリーン 大和 麻生
ｂｒ 8分 8分 8分

第10試合 9：50～9：58 2年生 麻生 大和 グリーン 1年生 麻生 大和 グリーン 幼児 麻生 大和 グリーン
ｂｒ 8分 8分 8分

注意事項

２．試合前のブリーフィングは行いません。
３．キックオフは対戦表の左側のチームが行う。
４．レフリーは対戦チーム外のチームで割り当てる。
５．試合時間１分前になったら選手、レフリー、タッチジャッジは指定のポジションに着く。
６．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。（ブザーを鳴らします）
７．アフターマッチファンクションは行わない。
８．選手の入替は自由とする。

１．ミルキーはタグラグビーで実施します。

※　ミルキーはタグラグビーで各スクール６試合（８分間）ずつとしてますが、休憩とりながら楽しくゲームしましょう！
　西インゴール（観客席から見て左奥） 　東インゴール奥（観客席からみて右奥） 　東インゴール手前（観客席からみて右手前）

休憩（給水） 休憩（給水） 休憩（給水）



◆6月29日（土）
日体大ラグビー祭
会場：健志台Ｇ

キックオフ
観客席側

奥側 レフリー担当
キックオフ
観客席側

奥側 レフリー担当

第1試合 8：20～8：28 5年生 グリーンA 大和 麻生 ３年生 グリーンA 大和 麻生
ｂｒ 8分 8分

第2試合 8：30～8：38 6年生 グリーンA 大和 麻生 ４年生 グリーンA 大和 麻生
ｂｒ 8分 8分

第3試合 8：40～8：48 5年生 大和 麻生 グリーン ３年生 大和 麻生A グリーン
ｂｒ 8分 8分

第4試合 8：50～8：58 6年生 大和 麻生 グリーン ４年生 大和 麻生A グリーン
ｂｒ 8分 8分

第5試合 9：00～9：08 5年生 麻生 グリーンB 大和 ３年生 麻生B グリーンB 大和
ｂｒ 8分 8分

第6試合 9：10～9：18 6年生 麻生 グリーンB 大和 ４年生 麻生B グリーンB 大和
ｂｒ 8分 8分

第7試合 9：20～9：28 5年生 大和 グリーンC 麻生 ３年生 グリーンC 麻生B 大和
ｂｒ 8分 8分

第8試合 9：30～9：38 6年生 大和 グリーンA 麻生 ４年生 麻生C グリーンA 大和
ｂｒ 8分 8分

第9試合 9：40～9：48 5年生 全グリーン 麻生 大和 ３年生 グリーンA 大和 麻生
ｂｒ 8分 8分

第10試合 9：50～9：58 6年生 グリーンB 麻生 大和 ４年生 大和 麻生A グリーン
ｂｒ 8分 8分

注意事項
１．試合前のブリーフィングは行いません。
２．キックオフは対戦表の左側のチームが行う。
３．レフリーは対戦チーム外のチームで割り当てる。
４．試合時間１分前になったら選手、レフリー、タッチジャッジは指定のポジションに着く。
５．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。（ブザーを鳴らします）
６．アフターマッチファンクションは行わない。
７．選手の入替は自由とする。
８．その他、ルールは神奈川県協会ミニラグビーローカルルールに基づく。

　A面（観客席から見て左側） 　B面（観客席から見て右側）



◆６月２９日（土）
日体大ラグビー祭
会場：健志台Ｇ

キックオフ
観客席左側

観客席右側 レフリー担当

第1試合 10：00～10：30 中学生 DAGS　A 大和　A グリーン・大和・麻生で調整

前後半　１３分 DAGS　A 大和　Ａ グリーン・大和・麻生で調整

全　　　　　　　面

※　Ｃチーム（１年生）は他に遠征しますので、Ａチームが前後半試合します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本体育大学ラグビー祭　グランドレイアウト　　　　　　　　　　　　R01．６．２９

観　　客　　席　　側

ジュニア

ウォームアップ

エリア

（１０：００まで）

※ 申し訳ありま

せんが、DAGSと

大和でシェアお願

いします。

２年生ゲーム

エリア

（８：２０～１０：００）

終了後、観客席へ

（給水・休憩）

渡瀬あつ子オープ

ニング参加

幼稚園ゲーム

エリア

（８：２０～１０：００）

終了後、観客席へ

（給水・休憩）

渡瀬あつ子オープ

ニング参加

１年生ゲーム

エリア

（８：２０～１０：００）

終了後、観客席へ

（給水・休憩）

渡瀬あつ子オープ

ニング参加

５、６年生（高学年）

試合エリア

（８：２０～１０：００）

終了後、グランド（ピッチ上）で中

学生試合応援及び日体大デモ

ンストレーションを見学します。

開会式・渡瀬あつ子オープニン

グに参加します。

３、４年生（中学年）

試合エリア

（８：２０～１０：００）

終了後、観客席へ（給水・休憩）

開会式には参加しませんが、渡瀬あ

つ子さんオープニングに合わせてグ

ランドに降ります。

①１０：００～１０：３０まで全面でDAGS対大和のジュニアゲーム

②１０：３０～１０：４５まで、日体大学生によるデモンストレーション実施（スクラム・ラインアウト）

③１０：４５～開会式、各スクール幹部と中学生・５、６年生（高学年）が参加します。

④１１：００頃～渡瀬あつ子「楕円桜」オープニング⇒全スクール生徒・コーチで渡瀬さんを囲んで大合

グランド全面にて

地下室において

アディダス・ニューバランス

セール実施中！


