
　　【第29 回東日本中学生ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会･ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙの部】
 　　　　　  ～ U15ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ都道県ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ選抜ﾁｰﾑ対抗 ～ 平成21年11月17日現在

主催：関東ラグビーフットボール協会 改訂11版

主管：関東ラグビーフットボール協会普及育成委員会、及び以下の都道県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会・新潟県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会・群馬県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会・千葉県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会・東京都ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会・神奈川県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会

【1st. ｽﾃｰｼﾞ】 【2nd.ｽﾃｰｼﾞ】 【ﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁ】

〔第1地区　北海道･北東北 【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾏｯﾁ1】    11月14日　（土曜日） 11月15日　（日曜日）
(全て17分ﾊｰﾌ)

２位 10月25日(日曜日)    ＜主管：東京都ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞ ＜主管：神奈川県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞

＜主管：北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞ 東京都江東区辰巳 神奈川県保土ヶ谷区
北海道函館市 『辰巳の森ラグビー練習場』 『保土ヶ谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場』

函館市根埼ラグビー場

9：30開会式 〔ｶｯﾌﾟ･ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾘｰｸﾞA〕 【ｶｯﾌﾟ5・6位決定戦】
[　第1試合10：00KO　] (17分ﾊｰﾌ) (20分ﾊｰﾌ） 9:30KO

１位 北海道　２７対２４　北東北 第1地区－第1位 [　第1試合11:00KO ]   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙA-3位 ２４

[　第2試合11：15KO　] 岩手７ 対 ２２群馬

 北海道　５対２４　岩手 (17分ﾊｰﾌ)

[　第3試合12：30KO　] 第3地区－第1位 [　第2試合12：40KO]   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙB-3位
北東北　５対４６　岩手 群馬１０ 対 １４東京 ２２

※組合せは当日抽選で決定 (17分ﾊｰﾌ)

第5地区 [　第3試合14：20KO ] 【ｶｯﾌﾟ･3位決定戦】
〔第2地区　南東北･上越〕 【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾘｰｸﾞ2】 東京１２ 対 ０岩手 (20分ﾊｰﾌ） 10:20KO

(全て17分ﾊｰﾌ)   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙA-2位 ３６

２位 10月12日(月曜日)
＜主管：新潟県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞     ＜主管：神奈川県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞

新潟市中央区女池南3‐6‐4 神奈川県保土ヶ谷区   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙB-2位

３位 新潟市鳥屋野球技場 『保土ヶ谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場』 １０
10：30開会式

[　第1試合11:30KO　] 〔ｶｯﾌﾟ･ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾘｰｸﾞB〕 【ｶｯﾌﾟ･優勝戦】
１位 宮城　０対５１　新潟 (17分ﾊｰﾌ) (20分ﾊｰﾌ） 11:10KO

[　第2試合13:00KO　] 第2地区－第1位 [　第1試合11:00KO ]   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙA-1位 ２２

宮城　４８対０　福島 新潟１５ 対 ７茨城
[　第3試合14:30KO　] (17分ﾊｰﾌ)

福島　０対７７　新潟 第4地区－第1位 [　第2試合12：40KO ]   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙB-1位
茨城１０ 対 ２６神奈川 ５

〔第3地区　北関東･信越〕 【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾘｰｸﾞ3】 (17分ﾊｰﾌ)

(全て17分ﾊｰﾌ) 第6地区 [　第3試合14：20KO ]

３位 10月25日(日曜日)   ＜主管：千葉県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞

＜主管：群馬県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞ 千葉県松戸市
群馬県桐生市 『日本IBM八千代台G(予定）』

１位 さくら遊園ラグビー場

[　第1試合12:00KO ] ＜主管：千葉県ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会＞ 【ﾌﾟﾚｰﾄ7･8位決定戦】
長野　１２対１９　群馬 千葉県千葉市稲毛区天台町323 (20分ﾊｰﾌ） 9:30KO

２位 [　第2試合13:15KO ] 『千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗｸﾞﾋﾞｰ場B面』   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙC-4位 ５５

栃木　０対３３　長野

[　第3試合14:30KO ] 〔ﾌﾟﾚｰﾄ･ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄC〕
群馬　５３対５　栃木 (17分ﾊｰﾌ)   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙD-4位

第2地区－第2位 ３０ ５

〔第4地区　東関東・中関東 【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾘｰｸﾞ4】 第1試合

(17分ﾊｰﾌ） 10:00 ０ 【ﾌﾟﾚｰﾄ5･6位決定戦】
１位 10月25日(日曜日) １２ 第3地区－第3位 (20分ﾊｰﾌ） 10：20KO

＜主管：　千葉県ラグビー協会＞ ０ 第6試合   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙC-3位 ５

千葉県柏市 13:45

３位 流通経済大柏高校 第5試合 第1地区－第2位 ４３

9:30開会式 13:00 第2試合   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙD-3位

[　第1試合10:30KO　] 10:45 ７ ２２

２位 埼玉　０対４０　茨城 第4地区－第3位

[　第2試合12:00KO　] ２４ ０ 【ﾌﾟﾚｰﾄ3･4位決定戦】
千葉　６３対０　埼玉 (20分ﾊｰﾌ） 11：10KO

[　第3試合13:30KO　] 〔ﾌﾟﾚｰﾄ･ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄD〕   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙC-2位 ０

茨城　４０対５　千葉 (17分ﾊｰﾌ)

５ 第2地区－第3位 ０

〔第5地区　南関東〕 【第1ｼｰﾄﾞ】 第3試合   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙD-2位

11:30 ２１ ５３

第7試合 第3地区－第2位

14:30 ７９ 第8試合 【ﾌﾟﾚｰﾄ･優勝戦】
15:15 (20分ﾊｰﾌ） 12：00KO

第1地区－第3位 １５   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙC-1位 ５
〔第6地区　首都圏〕 【第2ｼｰﾄﾞ】 ３２ 第4試合

12:15 ０
第4地区－第2位   ｾﾐﾌｧｲﾅﾙD-1位

２２ ３０長野スクール選抜

千葉県スクール選抜

北海道スクール選抜

宮城県スクール選抜

埼玉県スクール選抜

栃木県スクール選抜

福島県スクール選抜

北東北スクール選抜

神奈川県ｽｸｰﾙ選抜

ｶｯﾌﾟｾﾐ3位　岩手県

ﾌﾟﾚ-ﾄｾﾐ1位　北海道

茨城県スクール選抜

岩手県スクール選抜

群馬県スクール選抜

東京都スクール選抜

新潟２４ 対 ２８神奈川

新潟県スクール選抜

神奈川県スクール選抜

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ2位　千葉県

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ3位　埼玉県

ｶｯﾌﾟｾﾐ1位　東京都

ｶｯﾌﾟｾﾐ3位　茨城県

ｶｯﾌﾟｾﾐ1位　神奈川県

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ4位　北東北

ｶｯﾌﾟｾﾐ2位　群馬県

ﾌﾟﾚ-ﾄｾﾐ1位　長野県

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ4位　栃木県

ｶｯﾌﾟｾﾐ2位　新潟県

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ2位　宮城県

ﾌﾟﾚｰﾄｾﾐ3位　福島県

北海道ｽｸｰﾙ選抜

岩手県スクール選抜

東京都ｽｸｰﾙ選抜

新潟県ｽｸｰﾙ選抜

栃木県ｽｸｰﾙ選抜

群馬県ｽｸｰﾙ選抜

長野県ｽｸｰﾙ選抜

茨城県ｽｸｰﾙ選抜

埼玉県ｽｸｰﾙ選抜

千葉県ｽｸｰﾙ選抜

宮城県ｽｸｰﾙ選抜

福島県ｽｸｰﾙ選抜

３位 青森県・秋田県

北東北ｽｸｰﾙ選抜



10月12日に開催しました東日本中学生ラグビーフットボール大会第二地区の寸評
　トキめき新潟国体終了直後の興奮も冷めやらぬ中、10月12日(祝)に新潟市鳥屋野競技場の人工芝グランドで宮城県様、福島県様を招き、
第29回東日本中学生ラグビーフットボール大会第二地区予選を開催しました。
　当大会の予選としては初の新潟開催となり、観客も多く、また当日は晴天にも恵まれ、素晴らしい状況で大会が実施できたと思います。

第一試合（宮城vs新潟）
　宮城の接点の強さに多少苦しむも新潟が展開力、フォローの厚さで着実に得点を重ね51-0で勝利。

第二試合（福島vs宮城）
　宮城が連戦となるものの、一試合目の疲れも見せず危なげなく福島に勝利。
　福島も要所要所でいいプレーが出ていましたが、いま一つ決め手にかき、得点することができず、48-0の結果。

第三試合（新潟vs福島）
　福島の連戦の疲れもあり、残念ながら一方的な試合となってしまいました。
　第一試合同様、新潟がボールを動かし続け、前後半含め13トライの猛攻、77-0で新潟が勝利。

１０月２５日に開催しました第三地区の寸評
　どんよりした曇り空の中、この秋一番の冷え込みと思われるの中、大会１ｓｔ．ステージ第３地区のリーグ戦を群馬県協会の主管にて
開催致しました。
　試合は、寒さを吹き飛ばすような熱戦が繰り広げられました。特に第１試合の長野県スクール選抜対群馬県スクール選抜戦は、
お互いに気合と緊張の中の接戦で、群馬が得点ではﾘｰﾄﾞしておりましたが、ブレイクダウンなど接点では長野が圧倒し追い上げましたが、
最後に群馬が突き放し辛くも勝利しました。しかし試合内容では、長野に分がありました。

　各チームは、それぞれ２ｎｄ．ステージに進みますが、本日の試合での課題を修正してより良い試合ができるよう努めて頂きたいと
思います。


