
変更あり

2013.4.18現在
No 日付 ｷｯｸｵﾌ グランド 種別 レフリー タッチジャッジ タッチジャッジ コラボレーション 運営補助員

1 10:00 三郷 Ｅ-① 庵原　浩樹 スーパーマン ﾌﾞﾙｰﾗｲｵﾝｽﾞ
2 4月7日 11:30 三郷 Ｅ-② 福田　洋久 スーパーマン ﾌﾞﾙｰﾗｲｵﾝｽﾞ 早大GWRCシニア
3 13:00 三郷 Ｆ-① 福田　育弘 くるみクラブ 早大GWRC くるみクラブ
4 14:30 三郷 Ｆ-② 山田　至央 くるみクラブ 早大GWRC 東京闘球団高麗
5 11:00 三郷 Ｇ-① 味岡　康 吉祥寺ワイルドターキー どろこんこRFC 世田谷RFC
6 12:30 三郷 Ｈ-① 藤島　保雄 世田谷RFC オリバーズ オールジンジャンRFC
7 14:00 三郷 Ｉ-① 吉田　卓義 世田谷RFC オリバーズ
8 4月14日 10:30 江戸臨Ａ Ｅ-③ 色川　俊之 惰制輪クラブ スウィフトRFC
9 12:00 江戸臨Ａ Ｅ-④ 福田　育弘 惰制輪クラブ スウィフトRFC ガッデムズ

10 13:30 江戸臨Ａ Ａ-① 阪井　良行 オールジンジャンRFC 武蔵野ラガーズ 吉祥寺ワイルドターキー

11 15:00 江戸臨Ａ Ａ-② 福田　洋久 オールジンジャンRFC 武蔵野ラガーズ どろんこRFC
12 11:30 江戸臨Ｂ Ｂ-① 市原　義之 オールジンジャンRFC 武蔵野ラガーズ スウィフトRFC
13 13:00 江戸臨Ｂ Ｃ-① 志田　哲也 漠とクローバー ガッデムズ 武蔵野ラガーズ
14 14:30 江戸臨Ｂ Ｄ-① 早﨑　真吾 漠とクローバー ガッデムズ
15 4月21日 11:00 三郷 Ｆ-③ 庵原　浩樹 スーパーマン ワイキキバニアンズ
16 12:30 三郷 Ｆ-④ 吉岡  裕樹 ブルーライオンズ ワイキキバニアンズ
17 10:00 三郷 Ｇ-② 早﨑　真吾 ヘラクレス NSラガー 学生
18 11:30 三郷 Ｈ-② 市原　義之 ヘラクレス NSラガー 13：00～
19 4月28日 11:00 江戸臨Ａ Ｉ-② 影山　敦紀 くるみクラブ 吉祥寺ワイルドターキー

20 12:30 江戸臨Ａ Ａ-③ 土屋　有司 富士クラブ 吉祥寺ワイルドターキー 富士クラブ
21 14:00 江戸臨Ａ Ａ-④ 金田　真介 富士クラブ 三鷹オールカマーズ 貘とクローバー
22 11:30 江戸臨Ｂ Ｂ-② 下井　真介 ｼﾞｪﾝﾄﾙｼﾞｬｲｱﾝﾂRFC 三鷹オールカマーズ NSラガー
23 13:00 江戸臨Ｂ Ｃ-② 山田　智也 ｼﾞｪﾝﾄﾙｼﾞｬｲｱﾝﾂRFC みたかJPL ジェントルジャイアンツRFC

24 14:30 江戸臨Ｂ Ｄ-② 大平　昴 城東ドンキーズ みたかJPL
1 10:00 三郷 Ｅ-① 山本　哲士 スーパーマン ﾌﾞﾙｰﾗｲｵﾝｽﾞ
2 4月29日 11:30 三郷 Ｅ-② 福田　洋久 スーパーマン ﾌﾞﾙｰﾗｲｵﾝｽﾞ 早大GWRCシニア
3 13:00 三郷 Ｆ-① 福田　育弘 くるみクラブ 早大GWRC くるみクラブ
4 14:30 三郷 Ｆ-② 高知尾武彦 くるみクラブ 早大GWRC 東京闘球団高麗

25 10:00 三郷 Ｆ-⑤ 神保　匡 惰制輪クラブ 東京六甲クラブ
26 5月5日 11:30 三郷 Ｆ-⑥ 早﨑　真吾 ﾌﾞﾙｰﾗｲｵﾝｽﾞ 東京六甲クラブ 三鷹オールカマーズ
27 13:00 三郷 Ｅ-⑤ 堀切　克俊 東京闘球団　高麗 GIRLS RFC ブルーライオンズ
28 14:30 三郷 Ｅ-⑥ 吉田　 卓義 東京闘球団　高麗 GIRLS RFC オリバーズ
29 10:00 三郷 Ｉ-③ 福田　洋久 城東ドンキーズ 新宿ジャック 学生
30 11:30 三郷 Ｈ-③ 福田　育弘 城東ドンキーズ 新宿ジャック 13：00～
31 5月12日 11:00 江戸臨Ａ Ｇ-③ 丸山　哲平 東京六甲クラブ みたかJPL
32 12:30 江戸臨Ａ Ａ-⑤ 桜岡　将博 漠とクローバー ヘラクレス 多摩クラブ
33 14:00 江戸臨Ａ Ａ-⑥ 川原　佑 かめありクラブ 多摩クラブ 東京六甲クラブ
34 11:30 江戸臨Ｂ Ｂ-③ 大平　昴 かめありクラブ 多摩クラブ 東京外人クラブ
35 13:00 江戸臨Ｂ Ｃ-③ 金田　真介 イエローバックス 東京外人クラブ みたかJPL
36 14:30 江戸臨Ｂ Ｄ-③ 河辺　博樹 イエローバックス 東京外人クラブ
37 5月19日 11:00 三郷 入替① 大澤　昂平 東京闘球団　高麗 オリバーズ ヘラクレス ― 学生13：00～
38 5月26日 10:00 三郷 Ｄｉｖ.1ト 金崎　智明 どろこんこRFC 富士クラブ 学生
39 11:30 三郷 Ｄｉｖ.1ト 阪井　良行 どろこんこRFC 世田谷RFC 13：00～
40 6月2日 10:00 三郷 Ｄｉｖ.1ト 下井　真介 かめありクラブ ガッデムズ 学生
41 11:30 三郷 Ｄｉｖ.1ト 長田　和仁 イエローバックス NSラガー 13：00～
42 6月9日 10:00 三郷 入替 桜岡　将博 ワイキキバニアンズ三鷹オールカマーズ 学生
43 11:30 三郷 入替 鈴木　正史 多摩クラブ 13：00～
44 6月16日 10:00 三郷 Ｄｉｖ.1準 大澤　昂平 学生
45 11:30 三郷 Ｄｉｖ.1準 大平　昴 13：00～
46 6月23日 11:00 三郷 入替 土屋　有司
47 12:30 三郷 入替 金田　真介 ヘラクレス
48 14:00 三郷 決勝 川原　佑 惰制輪クラブ

42～43に該当し
ないチームG・H・I　1位最上位 C・最下位

NO3８の勝者 NO39の勝者 44～45に該当し
ないチーム

オリバーズ
みたかJPL ヘラクレス

吉祥寺ワイルドターキー ガッデムズ
貘とクローバー 世田谷RFC

F・１位 D・最下位
46～48に該当し

ないチーム
NO37の勝者 A・最下位
NO44の勝者 NO45の勝者

武蔵野ラガーズ
B・２位 C・１位
C・２位 D・１位

ガッデムズ
A・２位 B・１位

オールジンジャンRFC三鷹オールカマーズ

NO40の勝者 NO41の勝者

G・H・I　1位最下位 G・H・I　1位中位
D・.２位 A・１位

E・１位 B・最下位

NSラガー

イエローバックス

ﾌﾞﾙーﾗｲｵﾝｽﾞ 早大GWRCシニア
スーパーマンRFC ワイキキバニアンズ

惰制輪クラブ くるみクラブ
オリバーズ 東京闘球団　高麗

GIRLS　RFC
ガッデムズ 貘とクローバー
ヘラクレス かめありクラブ

城東ドンキーズ みたかJPL

オリバーズ
多摩クラブ オールジンジャンRFC

世田谷RFC 吉祥寺ワイルドターキー

かめありクラブ 城東ドンキーズ

GIRLS RFC 武蔵野ラガーズ

三鷹
オールカマーズ

早大GWRCシニア ワイキキバニアンズ
スーパーマンRFC ﾌﾞﾙーﾗｲｵﾝｽﾞ
東京六甲クラブ 惰制輪クラブ
東京外人クラブ

イエローバックス どろんこRFC
ジェントルジャイアンツ

新宿ジャック スウィフトRFC

吉祥寺ワイルドターキー 貘とクローバー
城東ドンキーズ

ガッデムズ 世田谷RFC

東京六甲クラブ
東京闘球団　高麗 東京外人クラブ

三鷹オールカマーズ 多摩クラブ

かめありクラブ みたかJPL

惰制輪クラブ

城東ドンキーズ ヘラクレス
早大GWRCシニア スーパーマンRFC

ワイキキバニアンズ ﾌﾞﾙーﾗｲｵﾝｽﾞ
くるみクラブ

NSラガー イエローバックス
どろんこRFCジェントルジャイアンツRFC 新宿ジャック

富士クラブ GIRLS RFC

オリバーズ
みたかJPL ヘラクレス

吉祥寺ワイルドターキー ガッデムズ
貘とクローバー 世田谷RFC

第29回東京都クラブラグビー選手権大会　スケジュール

Aﾁｰﾑ（ホームチーム） Bﾁｰﾑ
かめありクラブ 城東ドンキーズ

かめありクラブ

スーパーマンRFC

イエローバックス

ワイキキバニアンズ

*タッチジャッジ・コラボレーション・運営補助員の変更はチーム同士で打合せていただき結果をお知らせ願います。

新宿ジャック

GIRLS　RFC

城東ドンキーズ
武蔵野ラガーズ 富士クラブ

東京六甲クラブ
スウィフトRFC ジェントルジャイアンツRFC

どろんこRFC

延　　期


