
　　　〔平成21年東京都ラグビースクール･ジュニアクラブU15･U14・U13秋季大会･日程〕 平成21年12月 2日･改定13版

　　東芝府中事業所 　　　　　多摩市陸上競技場
U15 KO　9:30 （20分ハーフ） U13 KO　10:20 （15分ハーフ） U15 KO　11:30 （20分ハーフ） U13 KO　12:20 （15分ハーフ）

9月6日 第1試合 ブレイブルーパス vs ベイ東京JRC 第2試合 ブレイブルーパス vs ベイ東京JRC 第1試合 多摩RS vs 八王子RS 第2試合 多摩RS vs 八王子RS
〔日曜日〕 （担当委員） 府中JRC （担当委員） 府中JRC （担当委員） （担当委員）

竹内博 28 vs 14 竹内博 41 vs 10 佐々木幹夫 0 vs 53 佐々木幹夫 5 vs 32
〔レフリー：斎藤太嘉男　〕 〔レフリー：西山尚之　〕 〔レフリー:生永圭太　〕 〔レフリー：生永圭太〕

　　　　国士館大学 江戸川区・北小岩ラグビー場
U15 KO　8:30 （20分ハーフ） U13 KO　9：20 （15分ハーフ） U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U13 KO　9：50 （15分ハーフ）

第1試合 武蔵野・昭島 vs 多摩RS 第2試合 武蔵野・昭島 vs 多摩RS 第1試合 ワセダクラブRS vs ベイ東京JRC 第2試合 ワセダクラブRS vs ベイ東京JRC
（担当委員） 小金井RS （担当委員） 小金井RS （担当委員） 33 41 （担当委員） 48 0
久下俊明 54 7 久下俊明 22 5 竹内博 竹内博

10月4日 〔レフリー：武田強　〕 〔レフリー高野〕 〔レフリー：大澤美保　〕 〔レフリー：栗原啓一　〕

〔日曜日〕 　　　東芝府中事業所 【U13試合に関する基本原則と通達】
U15 KO　9:30 （20分ハーフ） U13 KO　10:20 （15分ハーフ） 注意：中学1年生（U13）は、当日に参加した中学1年生に試合経験を積んでもらいことを第一に考えています。

第1試合 ブレイブルーパス vs 八王子RS 第2試合 ブレイブルーパス vs 八王子RS 本日程表ではU13 試合を掲載していますが、当日参加した中学1年生をチーム分けしてその現状に合わせて
（担当委員） 府中JRC （担当委員） 府中JRC 実施します。このため、掲載した対戦はあくまで想定です。参加チームは当日の中学1年生の参加状況を担当

鈴木隆 74 0 鈴木隆 15 17 委員に申告してください。担当委員がチームと調整し、グランドの使用可能時間を考慮し、実際のチーム分けと

（佐々木幹夫）〔レフリー：生永圭太　〕 （佐々木幹夫）〔レフリー：西山尚之　〕 対戦法j法を決定して実施します。事前にご了解ください。

世田谷区ラグビー場
U15 KO　10：00 （20分ハーフ） U15 KO　11:30 （20分ハーフ） U13 KO　10：50 （15分ﾊｰﾌ試合）

第1試合 世田谷B vs 多摩RS 第1試合 世田谷区RS vs ワセダクラブRS 第2試合 世田谷区RS vs 多摩RS
（担当委員） 西東京RS （担当委員） 41 12 （担当委員） 西東京
水野寧 36 14 水野寧 水野寧 32 19

10月11日 〔レフリー：竹内 俊夫　〕 〔レフリー：吉田明　〕 〔レフリー：〕

〔日曜日〕 新柴又・北総線グランド
U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U13 KO　9：50 （15分ハーフ）

第1試合 武蔵野・昭島 vs ベイ東京JRC 第2試合 武蔵野・昭島 vs ベイ東京JRC
（担当委員） 小金井RS （担当委員） 小金井RS
坂東敏明 7 42 坂東敏明 42 10

〔レフリー　〕 〔レフリー：栗原敬一　〕

　　練馬区・大泉桜グランド
U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U14 KO　9:50 （15分ハーフ） U13 KO　10:40 （15分ハーフ）

10月12日 第1試合 ワセダクラブRS vs 練馬少年RS 第2試合 ワセダRS・B vs 練馬JRS・U14 第3試合 ワセダクラブRS vs 練馬少年RS

〔体育の日〕 （担当委員） 7 41 （担当委員） 10 19 （担当委員） 5 64
北野勝実 北野勝実 北野勝実

〔レフリー：北野勝実　〕 〔レフリー：　北野勝実　〕 〔レフリー：　松下武司〕

江戸川区・臨海球技場
U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U15 KO　9:50 （20分ハーフ） U15 KO　10：40 （20分ハーフ）

第1試合 八王子RS vs ベイ東京JRC 第2試合 世田谷区RS vs 練馬少年RS 第3試合 世田谷RS・B vs 練馬少年RS・B ←　U13試合は同会場では設定なし
（担当委員） （担当委員） （担当委員） 西東京RS

10月18日 〔レフリー：　〕 〔レフリー：　〕 〔レフリー：〕

〔日曜日〕 　東芝府中事業（天然芝グランド）
U15 KO　10：00 （20分ハーフ） U13 KO　10：50 （15分ハーフ）

第1試合 ブレイブルーパス vs ワセダクラブRS 第2試合 ブレイブルーパス vs ワセダクラブRS
（担当委員） 府中JRC （担当委員） 府中JRC

〔レフリー　〕 〔レフリー　〕

東芝府中事業所
U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U15 KO　9：50 （20分ハーフ） U13 KO　10：40 （15分ハーフ試合・三つ巴戦）

第1試合 武蔵野・昭島 vs 練馬JRS・U14 第2試合 ブレイブルーパス vs 練馬少年RS 第3試合 ブレイブルーパス vs 練馬少年RS vs　　武蔵野・昭島・小金井RS
（担当委員） 小金井RS （担当委員） 府中JRC （担当委員） 府中JRC 15 0
吉田峰生 7 37 吉田峰生 36 7 久下俊明 14 7

〔レフリー：賞雅　〕 〔レフリー：　北野勝実　〕 0 19 〔レフリー： 岡本／山口　〕

多摩市陸上競技場
U15 KO　9：10 （20分ハーフ） U15 KO　10：00 （20分ハーフ） U13 KO　10：40 （15分ハーフ）

10月25日 第1試合 ワセダクラブRS vs 八王子RS 第2試合 多摩RS vs ワセダRS・B 第3試合 多摩RS vs 八王子RS
〔日曜日〕 （担当委員） 26 15 （担当委員） 7 38 （担当委員） 7 46

〔レフリー　〕 〔レフリー　〕 〔レフリー　〕

　　世田谷区ラグビー場
U15 KO　11:00 （20分ハーフ） U13 KO　11：50 （15分ハーフ）

第1試合 世田谷区RS vs ベイ東京JRC 第2試合 世田谷区RS vs ベイ東京JRC
（担当委員） 74 0 （担当委員） 89 0
水野寧 竹内博

〔レフリー：竹内 俊夫　〕 〔レフリー：水野寧　〕

東芝府中事業所
U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U15 KO　9：50 （15分ハーフ） U13 KO　10：40　＆11：25（15分ハーフ試合・三つ巴戦）

第1試合 世田谷RS・B vs 武蔵野・昭島 第2試合 ブレイブルーパス vs 世田谷区RS 第3試合 ブレイブルーパス vs 世田谷区RS　　vs 西東京・武蔵野・昭島・小金井RS
（担当委員） 西東京RS 小金井RS （担当委員） 府中JRC （担当委員） 府中JRC　　０ 43
吉田峰生 55 7 吉田峰生 14 10 19 10

11月1日 〔レフリー：　斎藤太嘉男　〕 〔レフリー：　武田強　〕 47 0
〔日曜日〕 　北小岩ラグビー場 多摩市陸上競技場

U15 KO　9:00 （20分ハーフ） U13 KO　9：50 （15分ハーフ） U15 KO　11:30 （20分ハーフ）
第1試合 練馬少年RS vs ベイ東京JRC 第2試合 練馬少年RS vs ベイ東京JRC 第1試合 多摩RS vs 練馬JRS・U14 ←　U13試合は同会場では設定なし
（担当委員） 24 22 （担当委員） 54 0 （担当委員） 19 46

久下俊明
〔レフリー　〕 〔レフリー　〕 〔レフリー　〕

１1月3日（日曜日） 東芝府中事業所 11月15日（日曜日） 東芝府中事業所
11月3日 9:00集合　　　　KO　14分ハーフ試合 9:00集合　　　KO　14分ハーフ試合

〔文化の日〕

11月15日 〔東京都秋季U13新人フェスティバル第1日目〕 〔東京都秋季U13新人フェスティバル第2日目〕
〔日曜日〕 9:20 練馬　　　59 vs 5 小金井･昭島･武蔵野　09：30 世田谷　　42 vs 0 八王子・西東京 13:00 府中　　２４ vs ２１ 八王子・西東京 9:30 合同　　１２ vs １２　ベイ東京

10:00 ベイ東京　　0 vs 62　　府中 10:10 八王子・西東京 45 vs 0　多摩・ワセダ 13:40 世田谷　４０ vs ５ 八王子・西東京 10:10 合同　　２４ vs ７　　多摩
10:40　小金井ベイ東京　　17 vs 22小金井･昭島･武蔵野 10：50 世田谷　　67 vs 0　多摩・ワセダ 14:20 府中　　１７ vs １０　世田谷 10:50 ベイ東京　３９ vs ０　　多摩

11:20 練馬　　　7 vs 22　　府中 合同は小金井・昭島・武蔵野･ﾜｾﾀﾞ
担当委員は北野・竹内博・青山 担当委員は、水野・横内 担当委員は鈴木・上平、久下
レフリーは、岡村、栗原、山口、西山 レフリーは、高野、生永 レフリーは、岸本・齋藤・岡村、高野・栗原・松下

１1月22日（日曜日） 東芝府中事業所 11月29日（日曜日） 東芝府中事業所
11月22日 　　　　17分のハーフのみ 　　　　　　20分ハーフ試合
〔日曜日〕

11月29日
〔日曜日〕 9:20 府中　　４６ vs ０　　　合同 11:20 ベイ東京　　０ vs １７ 八王子・西東京 9:00 vs

9:40 合同　　　５ vs ３６　　多摩 11:40 ワセダ　１７ vs ５　　　世田谷 9:50 vs
10:00 多摩　　　０ vs ４１　　練馬 12:00 ベイ東京　　０ vs ４７　　ワセダ 10:40 vs
10:20 府中　　２７ vs ７　　　多摩 12:20 八王子・西東京 ２２ vs ５　　　世田谷 11:30 vs
10:40 府中　　１７ vs ０　　　練馬 12:40 八王子・西東京 １２ vs １５　　ワセダ
11:00 合同　　　０ vs １７　　練馬 13:00 ベイ東京　　０ vs １９　　世田谷

合同は、武蔵野・小金井・昭島 雨天の場合は府中会場に変更・この場合はＫＯを全試合20分繰下げ

担当委員は、鈴木・北野・吉田峰・久下 担当委員は、水野・坂東・竹内・横内 担当委員は久下・吉田峰・水野・北野(坂東・竹内・青山・鈴木)
レフリーは、岡本・山口・西山・松下 レフリーは、岡本・高野・山口・栗原 レフリーは、岡村・西山・岡本

　〔　注意事項　〕　　 全ての会場への自家用車での来場は原則として禁止しています。。チーム関係者（保護者を含む）への周知徹底と厳格運用をお願いします。
＊昨春から東芝府中工場への自家用車の立ち入りは全面禁止となりましたので、厳格履行してください。
選手に対する過度な叱咤激励、ﾚﾌﾘｰ･相手方への批判などは巌に慎んでください。特に自ﾍﾞﾝﾁ以外からの選手への指示などはしないようお願いいたします。
”試合は選手自らが行なうものです。十分にご注意下さい”　両チームともにグランドの10ｍから10ｍの間は立ち入り禁止とします。保護者・指導者も同様です。
ﾁｰﾑ･選手は、東京都ﾗｸﾞﾋﾞｰフットボール協会に参加ﾁｰﾑから選手登録しており、試合の参加について保護者の承諾を得ていることとします。
参加選手はｽﾎﾟｰﾂ安全保険などの傷害保険に参加ﾁｰﾑにおいて加入していることが出場条件です。
ﾏｳｽｶﾞｰﾄﾞは義務化されています。マウスガードは必ず装着してください。
U15試合期間中のU13試合はできる範囲で実施しています。但し、試合会場がタイトなためU13については開催できない場合、試合時間を短縮する場合もありますのでご了承ください。
U15の試合には中学1年生の出場はできません。但し、所属ﾁｰﾑが飛び級の申請（保護者の承諾書添付）をすることによって参加を認める場合がありますが、全能力
が中学3年生ﾚﾍﾞﾙに達し、逆にU13試合の他選手が危険であると認定される場合に限ります。詳細は直接確認問い合わせください。

〔　試合運営方法　〕 チームは第1試合はKO時間の30分前にメンバー表を提出すること。（第2試合以降は前試合のハーフタイムに提出してください。）

”原則として全選手が試合に出場できるよう配慮して下さい”

ドレスチェックは第1試合はKO時間30分前、第2試合以降は前の試合のハーフタイムにレフリー（或いは担当委が行います。　マウスガード、ヘッドギアなどは忘れずに。員）
各チームはタッチジャッジ1名を選出し、ドレスチェックまでに担当委員、及びレフリーに連絡してください。
その他競技は日本ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会のU15競技規則によります

　〔　健康管理と新インフルエンザ対策と厳格履行　〕 日本ラグビーフットボール協会、関東ラグビー協会からの同事項に関する通知、通達を確認し周知徹底してください。

重要：選手の健康管理を最優先し、熱が高い等インフルエンザの可能性のある選手（含む指導者・保護者）は治療に専念し他の人との接触をしない等、
　　感染予防を周知徹底すること。
関東ラグビーフットボール協会・普及育成委員会の新インフルエンザ対策・マニュアルを周知徹底の上、厳格履行してください。（履行しないチームには、出場停止を含めた対応措置を検討します。）

府中（Ａリーグ1位）　　　　１９

０　　　ベイ東京（Ｂリーグ4位）
５４　　　世田谷（Ｂリーグ3位）
４３　西東京･八王子（Ｂリーグ2位）
４４　　　ワセダ（Ｂリーグ1位）

〔レフリー：　西山、河内　〕

武蔵野･小金井･昭島（Ａリーグ4位）　５５
多摩（Ａリーグ3位）　　　　１０
練馬（Ａリーグ2位） 　　　　５

〔東京都ラグビースクール秋季Ｕ１４新人戦第1日目〕 〔東京都ラグビースクール秋季Ｕ１４新人戦第２日目〕
Ｂリーグ戦Ａリーグ戦


