
2020冬の二都県ミニラグビー交流大会・ミルキータイスケ

場所 ギオンフィールド

駐車場開放 ８時前に到着した場合は、必ず第４駐車場に駐車願います。

第５・６駐車場は８時以降に開放。開放前の入り口の待機厳禁です。

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30分 開会式＠グランドにて

開会式終了後：代表者ミーティング＠本部にて

各スクールにてタグ・ベルトを持参のこと

レフリーは赤字のチームが担当とする。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。

幼児・1年：タグラグビー

幼児

7分ハーフ（7-2-7） キックオフ キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右

相模原A 田園B 横浜B 大和B 横浜CD 江東B

相模原B 江東A 横浜A 田園C 田園A 大和A

横浜A 江東A 横浜BC 田園BC 田園A 江東B

相模原A 田園A 横浜A 大和A 横浜D 江東B

相模原B 大和B 横浜B 江東A 横浜C 田園BC

横浜BC 江東B 横浜A 田園A 田園BC 江東A

相模原A 横浜AB 横浜D 大和B 田園A 江東A

相模原B 横浜C 田園B 大和A 田園C 江東B

1145

1年：タグラグビー

1年

７分ハーフ（7-2-7） キックオフ キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右

横浜A ワセダA 相模原A 世田谷A 田園A 江東A

横浜B 八王子 大和B ワセダE 田園B 世田谷B

横浜C 世田谷D 大和C 江東D 田園C ワセダC

横浜D ワセダB 相模原B 世田谷C 田園D 江東C

横浜EF 江東B 大和A 世田谷EF 田園EF ワセダD

横浜A 世田谷A 相模原A 八王子 田園A ワセダA

横浜B 世田谷CD 大和A 江東A 田園E ワセダB

横浜CD 江東C 相模原B ワセダD 田園B 世田谷E

横浜E 江東D 大和C ワセダC 田園CD 世田谷F

横浜F ワセダE 大和B 世田谷B 田園F 江東B

1225

第１試合 900

第２試合 920

幼児合同でアフターマッチファンクション
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２年：タグラグビー

２年

７分ハーフ（7-2-7） キックオフ キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右 キックオフ 陣地　本部からみて右

相模原A 世田谷A 田園A 江東A 横浜A ワセダA

相模原B ワセダB 田園B 八王子B 横浜B 世田谷B

相模原C 江東C 田園C ワセダD 横浜D 世田谷D

相模原D 世田谷C 大和B 江東B 横浜EF ワセダC

大和A 八王子A 田園DE 世田谷EF 横浜C 江東D

相模原B 江東B 田園A 世田谷A 横浜A 江東A

大和B 世田谷B 田園B ワセダB 横浜BC 八王子B

相模原CD 世田谷F 田園C ワセダC 横浜D 江東C

大和A ワセダA 田園E 江東D 横浜E 世田谷CD

相模原A 八王子A 田園D 世田谷E 横浜F ワセダD

1225 小2合同アフターマッチファンクション
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2020冬の二都県ミニラグビー交流大会　４年生タイスケ
場所 ギオンフィールド
駐車場開放 ８時前に到着した場合は、必ず第４駐車場に駐車願います。

第５・６駐車場は８時以降に開放。開放前の入り口の待機厳禁です。
開会式 １２時0０分＠グランドにて

7分ハーフ（7-2-7） キックオフ 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側

第1試合 1240 ４年 田園A 江東A ４年 相模原A 世田谷A ４年 横浜A ワセダA

第2試合 1300 ４年 田園B ワセダB ４年 相模原B 世田谷C ４年 横浜B 世田谷B

第3試合 1320 ４年 田園C 江東C ４年 大和A 八王子 ４年 横浜C ワセダC

第4試合 1340 ４年 大和B 江東B ４年 相模原C ワセダD ４年 横浜D 世田谷D

第5試合 1400 ４年 田園D 世田谷E ４年 横浜E 江東D

第6試合 1420 ４年 田園A ワセダA ４年 相模原A 八王子 ４年 横浜A 世田谷A

第7試合 1440 ４年 田園B 世田谷B ４年 相模原C ワセダD ４年 横浜B 江東C

第8試合 1500 ４年 田園C ワセダC ４年 相模原B 江東B ４年 横浜C 世田谷C

第9試合 1520 ４年 田園D 江東D ４年 大和B ワセダB ４年 横浜D 世田谷E

第10試合 1540 ４年 大和A 江東A ４年 横浜E 世田谷D

1605
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．レフリーは赤字のチームが担当とする。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、7分ハーフとする。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５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。（神奈川ローカルルール）
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。

完全撤収

ギオンフィールド A面（本部から見て左） B面（中央）　 C面（本部からみて右）

４年生全体アフターマッチファンクション



2020冬の二都県ミニラグビー交流大会３・５・６年生タイスケ
場所 ギオンスタジアム
駐車場開放 ８時前に到着した場合は、必ず第４駐車場に駐車願います。

第５・６駐車場は８時以降に開放。開放前の入り口の待機厳禁です。
開会式 ３年生：８時３０分＠本部前にて

６年生：１２時３０分＠本部前にて
５年生：１３時３０分＠本部前にて

７分ハーフ（7-2-7） キックオフ 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側

第1試合 900 ３年 相模原A 世田谷A ３年 横浜A ワセダA ３年 田園A 江東A

第2試合 920 ３年 大和A ワセダB ３年 横浜B 八王子 ３年 田園B ワセダD

第3試合 940 ３年 相模原B 世田谷B ３年 横浜C 江東B ３年 田園CD 世田谷D

第4試合 1000 ３年 大和B 世田谷E ３年 横浜D 世田谷C ３年 横浜EF ワセダC

第5試合 1020 ３年 相模原A 江東A ３年 横浜A 世田谷A ３年 田園A ワセダA

第6試合 1040 ３年 大和AB 江東B ３年 横浜B 世田谷B ３年 田園B 八王子

第7試合 1100 ３年 相模原B 世田谷D ３年 横浜CD ワセダB ３年 田園C 世田谷E

第8試合 1120 ３年 横浜F 世田谷C ３年 横浜E ワセダC ３年 田園D ワセダD

第9試合 1140 ３年 大和A 世田谷A ３年 横浜A ワセダA ３年 田園AB 江東B

第10試合 1200 ３年 横浜E 世田谷D ３年 横浜B 江東A ３年 田園C ワセダB

第11試合 1220 ３年 大和B 世田谷B ３年 横浜C ワセダC ３年 相模原AB 八王子

第12試合 1240 ３年 横浜F 世田谷E ３年 横浜D 世田谷C ３年 田園D ワセダD

1305
１２分1本 キックオフ 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側 学年 キックオフ 陣地本部側

第13試合 1315 ６年 相模原A 世田谷A ６年 横浜A ワセダA ６年 田園B 千葉市B

第14試合 1330 ６年 大和A 千葉市A ６年 横浜BC 世田谷B ６年 田園A 江東

第15試合 1345 ６年 相模原B ワセダB ６年 大和B 八王子 5年 田園C 横浜B

第16試合 1400 5年 相模原A 世田谷A 5年 横浜A ワセダA 5年 田園B 八王子A

第17試合 1415 5年 さがみ南 世田谷C 5年 横浜C ワセダB 5年 田園A 江東A

第18試合 1430 5年 相模原BC 八王子B 5年 横浜D 世田谷B 5年 大和 江東B

第19試合 1445 ６年 相模原A 千葉市A ６年 横浜A 世田谷A ６年 大和A ワセダA

第20試合 1500 ６年 田園AB 江東 ６年 横浜B 世田谷B ６年 大和B ワセダB

第21試合 1515 ６年 相模原B 八王子 ６年 横浜C 千葉市B 5年 横浜A 江東A

1545
第22試合 1530 5年 相模原B ワセダA 5年 田園A 世田谷A 5年 横浜B 八王子A

第23試合 1545 5年 田園BC 相模原A 5年 大和 ワセダB 5年 横浜C 世田谷B

第24試合 1600 5年 相模原C 江東B 5年 さがみ南 八王子B 5年 横浜D 世田谷C

1620
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．レフリーは赤字のチームが担当とする。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、５・６年生：１２分１本、３年生：７分ハーフとする。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５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。（神奈川ローカルルール）
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、各試合ごと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。

ギオンスタジアム A面（本部から見て左） B面（中央）　 C面（本部からみて右）

5年生全体アフターマッチファンクション

３年全体アフターマッチファンクション

6年生全体アフターマッチファンクション



ギオンフィールドレイアウト　ミルキー（午前中）
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ギオンフィールド　グランドレイアウト(４年)
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ギオンスタジアム　グランドレイアウト（３・５・６年）
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各位
特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会

理事長　小泉　剛
相模原ラグビースクール

校長　小林直人

平素、大変お世話になります。
来る令和２年１月２６日（日）に相模原市内の各グランドにて
東京都及び神奈川県のラグビースクールをお招きして、下記のとおり交流大会を企画しております。
ぜひご参加いただけますようご案内申し上げます。

大会名称 2020冬の二都県ミニラグビー交流大会  Sagamihara　Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ
主催 特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会
主管 相模原ラグビースクール
協力 参加のラグビースクール
目的 ミニラグビーの普及発展をさらに促進させ、

両自治体で活動するラグビースクールの選手・コーチ及び関係者の交流・発展を
最大の目的とする。

開催日 令和２年１月２６日（日）　
時間 ８時～１６時半　学年ごとに時間が異なります。
会場

場所

住所 神奈川県相模原市南区下溝４１６９

アクセス・駐車場 バスでご来場の際は休日のバスの運行が少ないため、運行時間にご注意下さい。
無料の駐車場を多数用意しております。

対象学年 午前 幼児、１年、２年、３年
午後 ４年～６年

参加資格 スポーツ傷害保険に個人またはスクールで加入しているもの。

試合数・組合せ エントリーチーム毎に原則２～３試合の予定です。
原則試合のマッチアップは、東京vs神奈川でおこないます。

競技規則 日本ラグビー協会ミニラグビー競技規則に準じます。
但し今大会のローカルルールとして、
①ゴールキックはなしとする。
　　トライ後のリスタートは、トライを取られたチームがキックオフするとする。
②原則、全員平等に出場時間を得ること。
③３年生以上は各試合終了後、必ずアフターマッチファンクションを行います。
④２年生以下のルールは、タグラグビーとする。

参加費 １スクール：５０００円
また当日は、多数のキッチンカーの出店を予定しております。
売上の一部が、大会運営費となりますので、ぜひ積極的にご利用願います。

参加予定スクール 相模原ラグビースクール 江東ラグビークラブ
（順不同） 田園ラグビースクール 世田谷ラグビースクール

横浜ラグビースクール ワセダクラブ
大和ラグビースクール 八王子ラグビースクール
さがみ南ラグビースクール 千葉市ラグビースクール

参加人数（予定） 選手 1200名
コーチ関係者 300名
保護者 1000名
合計 2500名

中止の場合 雨の場合は、幼児～２年は中止。３年～６年は原則実施いたします。
荒天の場合は、全学年中止の予定。
当日の朝５時半頃、ご連絡いたします。

令和2年1月13日

2020冬の二都県ミニラグビー交流大会 

相模原市麻溝公園内　相模原ギオンスタジアム・フィールド

Sagamihara Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ開催のお知らせ


