
                                      

第 1 回全国女子ラグビーフットボール選手権大会

第 1 回全国女子ラグビーフットボール選手権大会の試合日程が決まりましたので、お知らせいたします。

■第 1 回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 概要

大会名称: 第 1 回全国女子ラグビーフットボール選手権大会

主   催: （公財）日本ラグビーフットボール協会

主   管: 関東ラグビーフットボール協会

日   程:  2014 年 11 月 23 日（日・祝）

■タイムスケジュール

試合スケジュール

9:00～
キャプテン会議

レフリー打ち合わせ

9:30～10:15
5 位決定戦

（20分ハーフ）
PTA 15's※  vs 世田谷

10:20～11:25
3 位決定戦

（30分ハーフ）
GRACE vs 兵庫県合同

11:30～11:50 開会式

11:50～13:20
会長杯

（40分ハーフ）
日体大 vs 名古屋

13:20～13:50
高校の部

（30分 1 本）
関東 vs 関西

13:55～14:40
5 位決定戦

（20分ハーフ）
世田谷レディース  vs チーム大阪

14:45～15:15
高校の部

（30分 1 本）
関西 vs 九州

15:20～15:50
高校の部

（30分 1 本）
関東 vs 九州

15:55～16:30
エンジョイメントの部

（15分ハーフ）
チーム A vs チーム B

16:35～17:20
5 位決定戦

（20分ハーフ）
PTA 15's※ vs チーム大阪

17:20～
閉会式

優秀選手表彰

※PTA 15’s:東京フェニックス RC、YOKOHAMA TKM、ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB 合同



■地域対抗戦 関東高校代表選手

【スタッフ】

団長：坂本 優 （関東協会 女子委員会 女子委員長）

監督：小泉 幸一（関東高体連 女子担当 ・ 関東協会 女子委員会）

コーチ：清水 亘（神奈川県協会 普及育成委員会 女子部会長）、菊地 雅子（岩手県協会 女子委員会）

総務：渡辺 清史（高体連関東ブロック女子担当）

【関東高校代表メンバー（23名）】

No
ポジショ

ン
氏名 フリガナ 在学校名 学年

1 FW 井澤 サクラ イザワ サクラ 県立佐野高等学校 3

2 BK 内山 真希奈 ウチヤマ マキナ 國學院大學栃木高等学校 3

3 BK 柏木 那月 カシワギ ナツキ 県立釜石商工高等学校 1

4 BK 久保 光里 クボ ヒカリ 佐野日本大学高等学校 1

5 BK 佐藤 優 サトウ ユウ 県立我孫子高等学校 3

6 FW 塩崎 優衣 シオザキ ユイ 都立青山高等学校 2

7 BK 清水 咲良 シミズ サクラ 横浜隼人高等学校 2

8 BK 清水 麻有 シミズ マユ 東京農業大学第二高等学校 2

9 BK 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 県立我孫子高等学校 2

10 BK 須田 澪奈 スダ レイナ 明和県央高等学校 1

11 FW 竹内 彩貴 タケウチ サキ 大東文化大学第一高等学校 2

12 BK 中野 凪沙 ナカノ ナギサ 正智深谷高等学校 2

13 BK 中野 美智 ナカノ ミチ 県立新発田農業高等学校 3

14 BK 中村 由香 ナカムラ ユカ 札幌清田高等学校 3

15 FW・BK 新原 響 ニイハラ ヒビキ 東海大学付属相模高等学校 3

16 FW 橋本 亜美 ハシモト アミ 県立我孫子高等学校 3

17 FW 廣田 美弥 ヒロタ ミヤ 県立長野工業高等学校 3

18 FW・BK
バティヴァカロロ

ライチェル 海遥

バティヴァカロロ

ライチェル ミヨ
都立板橋有徳高等学校 2

19 BK 福嶋 涼子 フクシマ リョウコ 県立佐野高等学校 2

20 BK 本堂 杏実 ホンドウ アンミ 日体桜華高等学校 3

21 FW 山本 彩乃 ヤマモト アヤノ 県立我孫子高等学校 2

22 BK 山本 実 ヤマモト ミノリ 東海大学付属相模高等学校 3

23 FW 綿引 亜衣 ワタヒキ アイ 県立勝田高等学校 2

■大会開催場所（江戸川区陸上競技場）について

・ 場所 江戸川区陸上競技場

〒134－0087 東京都江戸川区清新町２－１－１ ℡03－3878－3388

※ 駐車場ありです（95台）

   ＨＰ：http://edo-s.o-ence.jp/s2.html

・ 最寄駅 ●東京メトロ東西線「西葛西」駅下車 徒歩約 15分

http://edo


     


