
『第6回東日本Ｕ15ラグビーフットボール選抜大会　～春の選抜大会（俗称）～』

　　　　　　　≪　　試　合　日　程　表　　≫

≪平成21年3月21日(土曜日）第1日目≫

Ａ (人口芝) Ｂ (天然芝) ﾒｲﾝ (天然芝) 自由広場 (天然芝)

9:00 　　　　　　　　代　表　者　会　議　　(両会場で同時開催）

9:30 　　　　　　　　　開　会　式　(両会場で同時開催）

第1試合 10:00 茨城県中学　ｖｓ　東京都ｽｸｰﾙ 神奈川中学･Ｂ　ｖｓ　埼玉中学・Ｂ 第1試合 10:00 千葉県中学　ｖｓ　新潟県ｽｸｰﾙ 福島県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　千葉県ｽｸｰﾙ

第2試合 10:50 埼玉県中学　ｖｓ　群馬県ｽｸｰﾙ 神奈川ｽｸｰﾙ　ｖｓ　東京都中学 第2試合 10:50 茨城県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　長野県ｽｸｰﾙ 埼玉県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　栃木県選抜

第3試合 11:40 東京都ｽｸｰﾙ　ｖｓ　秋田県中学 東京ｽｸｰﾙＢ vs　東京中学・Ｂ 第3試合 12:00 新潟県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　北海道選抜 千葉県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　南東北中学

第4試合 12:30 群馬県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　神奈川県中学 埼玉中学・Ｂ　ｖｓ　神奈川ｽｸｰﾙB 第4試合 12:50長野県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　青森･秋田･宮城 栃木県選抜　ｖｓ　岩手県選抜

第5試合 13:20 茨城県中学　ｖｓ　秋田県中学 東京都中学　ｖｓ　山梨県中学 第5試合 14:00 千葉県中学　ｖｓ　北海道選抜 福島県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　南東北中学

第6試合 14:10 埼玉県中学　ｖｓ　神奈川県中学 神奈川中学・Ｂ　ｖｓ　東京中学・Ｂ 第6試合 14:50茨城県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　青森･秋田･宮城 埼玉県ｽｸｰﾙ　ｖｓ　岩手県選抜

第7試合 15:00 神奈川ｽｸｰﾙ　ｖｓ　山梨県中学 東京ｽｸｰﾙＢ　ｖｓ　神奈川ｽｸｰﾙＢ

≪平成21年3月22日(日曜日）第2日目≫

Ａ (人口芝) Ｂ (天然芝) ﾒｲﾝ (天然芝) 自由広場 (天然芝)

第1試合 9:00 第1Gｶｯﾌﾟﾘｰｸﾞ戦(Ａ１位ｖｓＢ１位) 第1Ｇﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｸﾞ戦(Ａ２位vsＢ２位) 第1試合 9:00 第1Gﾎﾞｳﾙﾘｰｸﾞ戦(A3位ｖｓB3位） 神奈川中学B vs 東京ｽｸｰﾙB

第2試合 9:50第２GﾌﾟﾚｰﾄT１回戦(Ｄ２位ｖｓＥ２位) 第２GﾌﾟﾚｰﾄT１回戦(Ｆ２位ｖｓＧ２位） 第2試合 9:50 第２GﾎﾞｳﾙT１回戦(D3位ｖｓE3位） 第２GﾎﾞｳﾙT１回戦（Ｆ3位ｖｓＧ3位）

第3試合 10:40 第２GｶｯﾌﾟT１回戦(Ｄ１位vsＥ１位) 第２GｶｯﾌﾟT１回戦（Ｆ１位ｖｓＧ１位） 第3試合 11:00 第1Gﾎﾞｳﾙﾘｰｸﾞ戦(A3位ｖｓＣ3位） 埼玉中学B vs 東京中学B

第4試合 11:30 第1Gｶｯﾌﾟﾘｰｸﾞ戦(Ａ１位ｖｓＣ１位） 第1Ｇﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｸﾞ戦(Ａ２位ｖｓＣ２位） 第4試合 11:50 第2ＧﾎﾞｳﾙＴ･3位順位戦 神奈川中学B vs神奈川ｽｸｰﾙB

第5試合 12:20 第2ＧプレートT･決勝戦 第2Ｇプレート･３位順位戦 第5試合 13:00 第2ＧﾎﾞｳﾙT･決勝戦 埼玉中学B vs 東京ｽｸｰﾙB

第6試合 13:10 第2ＧカップT・決勝戦 第2ＧカップＴ･3位順位戦 第6試合 13:50 第1Gﾎﾞｳﾙﾘｰｸﾞ戦(B3位ｖｓＣ3位） 東京中学B vs 神奈川ｽｸｰﾙB

第7試合 14:00 第1Gｶｯﾌﾟﾘｰｸﾞ戦(B１位ｖｓＣ１位） 第1Ｇﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｸﾞ戦(B２位ｖｓＣ２位）

水戸市立サッカーラグビー場･ツインフィールド

水戸市立サッカーラグビー場･ツインフィールド 茨城県堀原運動公園ラグビー場

茨城県堀原運動公園ラグビー場



『第6回東日本Ｕ15ラグビーフットボール選抜大会　～春の選抜大会（俗称）～』

≪　対　戦　表　(組合せ表）　≫

≪平成21年3月21日(土曜日）第1日目≫ ≪平成21年3月22日(日曜日）第2日目≫

【第１グループ･予選リーグ戦】 【第１グループ･決勝リーグ戦】

Aリーグ 神奈川県ｽｸｰﾙ選抜東京都中学選抜 山梨県中学選抜 カップリーグ Ａリーグ1位 Ｂリーグ1位 Ｃリーグ1位

1 神奈川県ｽｸｰﾙ選抜 ー ﾂｲﾝB 10:50 ﾂｲﾝA15:00 1 Ａリーグ1位 ー ﾂｲﾝA 9:00 ﾂｲﾝA 11:30

2 東京都中学選抜 ー ﾂｲﾝB13:20 2 Ｂリーグ1位 ー ﾂｲﾝA 14:00

3 山梨県中学選抜 ー 3 Ｃリーグ1位 ー

Bリーグ 茨城県中学選抜 東京都ｽｸｰﾙ選抜 秋田県中学選抜 プレートリーグ Ａリーグ2位 Ｂリーグ2位 Ｃリーグ2位

1 茨城県中学選抜 ー ﾂｲﾝA 10:00 ﾂｲﾝA 13:20 1 Ａリーグ2位 ー ﾂｲﾝB 9:00 ﾂｲﾝB 11:30

2 東京都ｽｸｰﾙ選抜 ー ﾂｲﾝA 11:40 2 Ｂリーグ2位 ー ﾂｲﾝB 14:00

3 秋田県中学選抜 ー 3 Ｃリーグ2位 ー

Cリーグ 埼玉県中学選抜 群馬県ｽｸｰﾙ選抜 神奈川県中学選抜 ボウルリーグ Ａリーグ3位 Ｂリーグ3位 Ｃリーグ3位

1 埼玉県中学選抜 ー ﾂｲﾝA 10:50 ﾂｲﾝA 14:10 1 Ａリーグ3位 ー 堀原ﾒｲﾝ 9:00 堀原ﾒｲﾝ 11:00

2 群馬県ｽｸｰﾙ選抜 ー ﾂｲﾝA 12:30 2 Ｂリーグ3位 ー 堀原ﾒｲﾝ 13:50

3 神奈川県中学選抜 ー 3 Ｃリーグ3位 ー

【第2グループ予選リーグ戦】 【第2グループ決勝トーナメント】

《カップトーナメント》 Ｄリーグ1位
ﾂｲﾝA 10:40

Dリーグ 茨城県ｽｸｰﾙ選抜 長野県ｽｸｰﾙ選抜 青森・秋田・宮城ｽｸｰﾙ選抜

1 茨城県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原ﾒｲﾝ 10:50 堀原ﾒｲﾝ 14:50 Ｅリーグ1位
2 長野県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原ﾒｲﾝ 12:50 3位順位戦 決勝戦
3 青森・秋田・宮城ｽｸｰﾙ選抜 ー ﾂｲﾝB 13:10 ﾂｲﾝA 13:10

Ｆリーグ1位
ﾂｲﾝB 10:40

Eリーグ 福島県ｽｸｰﾙ選抜 千葉県ｽｸｰﾙ選抜 南東北中学選抜

1 福島県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原自由 10:00 堀原自由14:00 Ｇリーグ1位
2 千葉県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原自由12:00 《プレートトーナメント》
3 南東北中学選抜 ー Ｄリーグ2位

ﾂｲﾝA 9:50

Fリーグ 埼玉県ｽｸｰﾙ選抜 栃木県選抜 岩手県選抜 Ｅリーグ2位

1 埼玉県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原自由10:50 堀原自由14:50 3位順位戦 決勝戦
2 栃木県選抜 ー 堀原自由12:50 ﾂｲﾝB 12:20 ﾂｲﾝA 12:20
3 岩手県選抜 ー Ｆリーグ２位

ﾂｲﾝB 9:50

Gリーグ 千葉県中学選抜 新潟ｽｸｰﾙ選抜 北海道選抜 Ｇリーグ２位

1 千葉県中学選抜 ー 堀原ﾒｲﾝ 10:00 堀原ﾒｲﾝ 14:00 《ボウルトーナメント》
2 新潟県ｽｸｰﾙ選抜 ー 堀原ﾒｲﾝ 12:00 Ｄリーグ３位
3 北海道選抜 ー 堀原ﾒｲﾝ 9:50

Ｅリーグ３位
3位順位戦 決勝戦
堀原ﾒｲﾝ 11:50 堀原ﾒｲﾝ 13:00

Ｆリーグ３位
堀原自由 9:50

Ｇリーグ３位

≪平成21年3月21日(土曜日）･3月22日(日曜日）2日間≫

【第3グループ.Bチームリーグ戦】

第3グループ･リーグ戦　 神奈川県中学校Ｂ埼玉県中学校Ｂ 東京都スクールＢ 東京都中学校Ｂ 神奈川県スクールＢ

1 神奈川県中学校Ｂ ー 21日ﾂｲﾝB 10:00 22日堀原自由 9:00 21日ﾂｲﾝB 14:10 22日堀原自由11:50

2 埼玉県中学校Ｂ ー 22日堀原自由 13:00 22日堀原自由11:00 21日ﾂｲﾝB 12:30

3 東京都スクールＢ ー 21日ﾂｲﾝB 11:40 21日ﾂｲﾝB 15:00 

4 東京都中学校Ｂ ー 22日堀原自由13:50

5 神奈川県スクールＢ ー


