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第 29 回東日本中学生ラグビーフットボール大会・ラグビースクールの部  

～U15 ジュニアラグビー都道県選抜チーム対抗戦～ 

(実施要項) 

1．目   的  関東協会管下の東日本地域のラグビースクールに所属する U15 の中学生によって編成された

県などの選抜チームによる大会を実施することによってジュニアラグビーの活動を活性化する。

また、U15 世代のプレーヤーのラグビー競技に対する正しい理解と心身の発達に応じた技能の

向上を図る。これらのラグビー競技活動をとおして健全な社会の形成者として必要な資質を身

に付けるとともに社会人としての人格形成の向上に寄与することを目的とする。 

 

2．名   称   第 29 回 東日本中学生ラグビーフットボール大会・ラグビースクールの部 

         ～U15 ジュニアラグビー都道県選抜チーム対抗マッチ～ 

 

3．主   催   関東ラグビーフットボール協会   

3－1． 主 管  関東ラグビーフットボール協会普及育成委員会 及び北海道、新潟県、群馬県、千葉県 

神奈川県、東京都ラグビーフットボール協会・各普及育成委員会 

 

4．期   日 及び 会   場  平成 21 年 10 月 12 日～平成 21 年 11 月 15 日 

  

【地区対抗戦・リージョナルリーグ戦】 ＝1st ステージ＝ 

10 月 25 日（日）第 1 地区 北海道函館市根埼ラグビー場 

10 月 12 日（祭）第 2 地区 新潟県新潟市鳥屋野球技場 

10 月 25 日（日）第 3 地区 群馬県桐生市さくら遊園ラグビー場 

10 月 25 日（日）第 4 地区 千葉県柏市流通経済大学柏高校グランド 

 

【セミファイナルリーグ】 ＝2nd ステージ＝ 

各地区の 1 位 6 チーム（含むシード 2）を A,B2 リーグに分けてカップ・セミファイナルリーグ戦を実施 

また、各地区で 2 位、3 位となった 8 チームを C,D トーナメントに分けてプレートトーナメントを実施 

11 月 14 日(土)    

東京都江東区・辰巳の森ラグビー場、（予定） 

神奈川県横浜市保土ヶ谷区・保土ヶ谷ラグビー場 

千葉市稲毛区･千葉県総合スポーツセンター（2 面） 

 

【ファイナルマッチ・カップ＝優勝戦、第 3・4 位決定戦、5・6 位決定戦】  ＝3rd ステージ＝ 

A,B リーグ戦の 1 位によるカップ決勝戦、2 位による第 3 位決定戦、3 位による 5 位決定戦 

11 月 15 日(日)    

神奈川県横浜市保土ヶ谷区・保土ヶ谷ラグビー場 

 

   【ファイナルマッチ・プレート＝優勝戦、第 3・4 位決定戦、5・6 位決定戦、7・8 位決定戦】＝3rd ステージ＝ 

C,D リーグ戦の 1 位によるプレート優勝戦、2 位による第 3 位決定戦、3 位による 5 位決定戦 
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11 月 15 日(日)   千葉県・日本 IBM 八千代台グランド（予定） 

 

5．選出区分と地区割り  

     本大会の当初の目的を推進し、昨年度から改変している関東ラグビーフットボール協会管下の全ての 

地域が参加できる方式を継続いたします。また、地域の実情を鑑みて、実質上の第 1 回戦となる地区 

大会の充実を図り、モチベーションの高揚を図ることによって U15 ラグビースクール中学生部門におけ 

る普及活動を推進します。 

参加は以下の 14 チームを予定しています。地区は関東ラグビーフットボール協会管下の 17 都道県を

6 地区に編成いたします。 

 

〔第 1 地区〕  北海道スクール選抜、東北（青森・秋田）スクール選抜、岩手県スクール選抜 

〔第 2 地区〕  宮城県スクール選抜、福島県スクール選抜、新潟県スクール選抜 

〔第 3 地区〕  群馬県スクール選抜、長野県スクール選抜、栃木県スクール選抜 

〔第 4 地区〕  千葉県スクール選抜、埼玉県スクール選抜、茨城県スクール選抜 

〔第 5 地区〕  東京都スクール選抜 （第 1 シード） 

〔第 6 地区〕  神奈川県スクール選抜 （第 2 シード） 

                  

6． 参加資格   参加資格選手は、(財)日本ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会にチーム登録している中学3 年生とします。 

「補完事項: 原則として中学 3 年生を対象としますが、能力の高い中学 2 年生の参加につ

いては特例として認可いたします。但し、事前の申請が必要です。」 

 

注意： なお、同大会（第 29 回東日本中学生ラグビー大会）の ～中学校の部～ に出場した選手が  

～当該ラグビースクールの部～ に重複して参加することはできない。 

          

7． チームの要件  参加チームは、都道県協会が管下の全てのスクールに所属する生徒を対象に選考の 

 上、当該選出された上記の条件を満たす選手によって編成されたチームとします。 

また、当該協会によって編成された選抜チームを複数の都道県で合同編成するか、或

いは該当する都道県が当初から合同で前述の条件で選考し編成したチームの参加も認

めます。 

 

8． 競技規則   2009－2010U15 ジュニアラグビー競技規則に準拠します。 

            但し、ハーフタイムでの 4 名交代を当大会のローカルルールとして採用します。 

9． 競技方法･組合せ 普及育成委員会スクール中学生担当委員会にて決定済みです。 

 

詳細は別紙をご参照下さい。 

 

   〔順位決定方式〕 

    順位は以下の優先順位で決定します。但し、セミファイナルリーグでは地区戦の成績は考慮しません。 

              （1） 勝率上位                         （5） トライ数が多い 

              （2） 当該チーム同士の対戦結果             （6） ゴール数が多い 

     （3） 得失点差が大                      （7） PK 数が少ない 

              （4） 得点が多い 
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   〔レフリー･タッチジャッジ〕 

    地区対抗マッチ･リーグ戦は、帯同レフリー或いは近隣地区の普及育成委員会内のレフリー資格者 

の協力を仰ぎます。 セミファイナル及びファイナルマッチは普及育成委員会内のレフリー及び関東 

協会からレフリーを派遣します。 

タッチジャッジは、地区対抗マッチ･リーグ戦は帯同レフリーで賄い、セミファイナルリーグ以降は東京 

、千葉県、神奈川県、茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県の近隣地域の普及育成委員会内のレフリー資 

格者に協力を要請します。 

 

10． 表  彰   カップの各優勝、準優勝、第 3 位、第 4 位、5 位、6 位、及びプレートの優勝、準優勝、第 3

位を表彰し、プレイ態度などの良いチームに対してフェアプレイ賞を与えて表彰します。 

 

11. チーム編成及び選手数 

チームの選手登録は競技規則に準じて 22 名とします。但し、当該地域の選手状況を鑑みて正当な理

由のある場合は減員することができます。この場合は事前承認を必要とするが、最低でも 18 名以上と

し、ハーフタイム時の 4 名以上の交替を義務付けます（関東協会ローカルルール）。 

     指導者: 監督 1 名、コーチ 1 名の合計 2 名とします。 

（コーチ資格の確認） 

指導者 2名の内、最低 1名はスタートコーチ、育成コーチ、或いは強化コーチの資格を有していることと

します。当該資格の確認はメンバー登録票にて行います。 

 

12．参加方法･メンバー登録     

     9 月下旬に参加予定チームを管轄する支部協会に参加申込書、兼メンバー登録票、健康調査票､ 

保護者承諾書を送付します。 

記載した同用紙を 2 部作成し、支部協会経由 1 部を関東ラグビーフットボール協会に提出してください。

同時に本メールにも必ず送付してください。 

＊登録締切り 平成 21 年 10 月 15 日（但し、第 2 地区は 10 月 10 日） 

但し、保護者承諾書は地区戦（初戦）の試合担当委員に提出してください。 

 

13．経費補助 

 

【地区対抗マッチ･リーグ戦】 

    運営経費の削減を図る為、会場費を除いて、原則として自前にて開催するよう努力いたします。なお、

会場費についても原則として自前のグランドを確保していただくか、或いは参加する各県協会単位での

負担をお願いいたします。 

 

【セミファイナルリーグ・ファイナルマッチ、 決勝戦・第 3 位決定戦･第 5 位決定戦・7 位決定戦】 

以下のとおり遠方チームについて経費の一部を補助します。  

(1) 交通費:  遠方のチームに対して一定額を補助します。 

但し、関東地区及び開催地に近いチームは 除外します。 

(2) 宿泊費:  自己負担とします。 
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(3) 保険料:  各チームにて加入して下さい。 

 

注: 具体的な金額は関東協会事務局まで問合わせ下さい。 

 

14． 宿 泊  特に指定する宿泊先はありません。希望があれば当協会で宿泊先を斡旋します。 

 

15. 健康管理および安全対策 

(1)  大会参加に当たっては、各チームにて選手に予め健康診断を受けさせるなどの方法で、健康管理に

充分留意してください。 

(2)  大会期間中の参加選手の保険については、参加チームにて責任を持って加入してください。 

(3)  試合中の傷害については現場において応急の医療処置を施しますが、その他については関東 

 ラグビーフットボール協会の慣例に従います。 

(4)  参加選手は全員保険証またはそのコピーを持参し、大会期間中チーム責任者が厳重管理し 

  てください。 

15－2 新型インフルエンザ対策と対応 

    

詳細は既にご案内の通達文章をご確認ください。 

 

16． その他の注意 

 （1）マウスガードの装着は義務化といたします。 

 （2）予め当該対戦相手のジャージカラーを確認すると同時にセカンドジャージを用意してください。 

   

17． 練習グランド  確保していません。 

 

18． 事務局    関東ラグビーフットボール協会 

          〒107－0061  東京都港区北青山 2－8－35 

          TEL03－3423－4421／FAX03－3423－4619  info@rugby.or.jp 


