
レフリー レフリー レフリー レフリー
9:30 世田谷Ａ 練馬Ａ ワセダ 9:30 世田谷Ａ 葛飾Ａ 練馬 9:30 世田谷Ａ ワセダ 杉並 9:30 西東京Ａ 練馬Ａ 世田谷
9:55 ワセダＡ 葛飾 世田谷 9:55 世田谷Ｂ 江東Ｂ しながわ 9:50 世田谷Ｂ 西東京Ｂ ワセダ 9:50 杉並Ａ 練馬Ｂ 世田谷

10:20 世田谷Ｂ 杉並Ｂ 昭島 10:20 世田谷Ｃ 練馬Ｃ 小金井 10:10 世田谷Ｃ ワセダＣ 西東京 10:10 杉並Ｂ 江戸川 世田谷
10:45 しながわ 小金井 世田谷 10:45 世田谷Ｄ 江戸川 西東京 10:30 世田谷Ｄ 小金井 練馬 10:30 しながわ 昭島･小平 世田谷
11:10 昭島 小平こげら 江東 11:10 世田谷Ｅ しながわ 葛飾 10:50 世田谷Ｅ 西東京Ｃ 昭島･小平 10:50 ワセダＢ 江東 世田谷
11:35 世田谷Ｃ 江戸川 杉並 11:35 世田谷Ｆ 小平こげら 練馬 11:10 世田谷Ｆ 練馬Ｂ ワセダ 11:10 杉並Ａ 葛飾 世田谷
12:00 西東京Ａ 江東 世田谷 12:00 世田谷Ａ 小金井Ａ 昭島
12:25 ワセダＢ 西東京Ｂ しながわ 12:25 世田谷Ｂ 練馬Ｂ 小金井
12:50 杉並Ａ 練馬Ｂ 小金井 12:50 世田谷Ｃ 西東京Ｂ 江東 12:50 世田谷Ａ 西東京Ａ 江東 12:50 ワセダＡ 練馬Ａ 杉並
13:15 葛飾 世田谷Ａ 西東京 13:15 世田谷Ｄ 昭島 小平こげら 13:10 世田谷Ｂ しながわ ワセダ 13:10 西東京Ｃ 杉並Ｂ 練馬
13:40 ワセダＡ 江東 葛飾 13:40 世田谷Ｅ 杉並Ｂ 西東京 13:30 世田谷Ｃ 江東 西東京 13:30 ワセダＣ 小金井 しながわ
14:05 世田谷Ｃ 小金井 小平こげら 14:05 世田谷Ｆ 葛飾Ｂ 江東 13:50 世田谷Ｄ 葛飾 小金井 13:50 ワセダＢ 西東京Ｂ 江戸川
14:30 世田谷Ｂ 西東京Ｂ 江戸川 14:30 しながわ 小平こげら 江戸川 14:10 世田谷Ｅ 江戸川 西東京 14:10 世田谷Ｆ 昭島･小平 葛飾
14:55 練馬Ｂ しながわ 西東京

レフリー
レフリー 9:30 杉並Ａ 小金井Ｂ 世田谷

13:40 江戸川 小平こげら 練馬 9:55 杉並Ｂ 西東京Ｂ 世田谷
14:05 練馬Ａ 西東京Ａ 杉並 10:20 小金井Ａ 昭島 世田谷
14:30 杉並Ｂ ワセダＢ 練馬 10:45 練馬Ｂ 葛飾Ｂ 杉並
14:55 杉並Ａ 昭島 ワセダ 11:10 練馬Ａ 西東京Ａ 世田谷

11:35 江東Ａ 杉並Ａ 世田谷
12:00 小金井Ｂ 江東Ｂ 世田谷
12:25 練馬Ｃ 江戸川 しながわ
12:50 西東京Ａ 葛飾Ａ 練馬
13:15 練馬Ａ 江東Ａ 葛飾

開催日時 平成21年 5月 5日(祝)AM 9:00～PM 16:00
AM 9:00より当日のルール・スケジュール確認のミーティングを行いますので、各スクールより1名のご担当者の出席をお願いします。
各チームは各々の第1試合に間に合うように集合下さい。

場所 江戸川区 臨海球技場（江戸川区臨海町1-1-2) 芝ではなく土のグランドになります。
注意 参加選手だけで約650名となっており、ご父兄・コーチを加えますと、当日は相当数の来場が見込まれます。

また、当日は少年野球・フットサルも開催されます。
球技場の駐車場は、臨時駐車場を開放しても100台程度の駐車台数であり、球技場の近辺の有料駐車場も台数に限りがあります。
協会では駐車場の確保は出来ませんので、ご来場に際しては出来るだけ公共交通機関をご利用いただき、車で来場される場合は

各チームの責任で、路上駐車等の無いようお願い致します。
(葛西臨海公園駐車場2,700台がありますが、徒歩20分程度掛かります)
球技場には飲料の自販機が2台あるだけで、近くに店舗もありませんので、お弁当や飲料は必ず各自ご持参下さい。

東京都ラグビーフットボール協会 普及育成委員会

高学年(Ｃグランド)

対戦 対戦
低学年(Ｅグランド)低学年(Ｄグランド)中学年(Ｂグランド)高学年(Ａグランド)

平成21年 春季東京都ミニ交流大会 対戦表

対戦 対戦

対戦
対戦

11:30 幼児ゲーム 11:30 幼児ゲーム

中学年(Ｃグランド)

Ａグランド Ｂグランド

Ｃグランド
Ｅグランド

Ｄグランド

本部

アップスペース


