
キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー

9:30 しながわ 葛飾A 世田谷 9:30 江戸川B 世田谷C あきる野

10:00 江戸川A ワセダA 江東 10:00 杉並B 世田谷D ワセダ 幼稚園児
10:30 世田谷A 江東A しながわ 10:30 あきる野 葛飾B 世田谷 ◆幼稚園児のゲームは１１：４０～１３：００にＥ・Ｆ・Ｇグランドで実施します。
11:00 ワセダB 杉並A 世田谷 11:00 世田谷E 小平・すみだ・世田谷 葛飾 　 対戦に関しましては、当日の１１：１０よりＧグランド脇にて各チームのコーチ同士で
11:30 世田谷B 文京 江戸川 11:30 ワセダC 江東B 杉並 　 打ち合わせをお願いします。
12:00 江東A しながわ ワセダ 12:00 世田谷C あきる野 葛飾

12:30 葛飾A 世田谷A 江戸川 12:30 杉並B 江東B 世田谷

13:00 文京 ワセダB 世田谷 13:00 世田谷D 葛飾B 江東 ◆中学年のゲームは１４：３０からＡ・Ｂグランドでも実施します。
13:30 杉並A 江戸川A ワセダ 13:30 世田谷E ワセダC 文京

14:00 ワセダA 世田谷B 杉並 14:00 江戸川B 小平・すみだ・世田谷 世田谷

変更点

高学年
キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー

9:30 世田谷A ワセダA 文京 9:30 江東A 杉並A 世田谷 中学年 ●「小平・しながわ」の合同チームは、「しながわ」単独チームへ

10:00 世田谷B 葛飾A ワセダ 10:00 江東B 文京A 世田谷

10:30 世田谷C 江戸川A 葛飾 10:30 江東C ワセダB 世田谷

11:00 世田谷D 杉並B 江戸川 11:00 江東D しながわ 世田谷 低学年 ●「ワセダA・B]表記を「A・B・C・D」へ表記修正。

11:30 世田谷E 葛飾B 杉並 11:30 文京B ワセダC 江東

12:00 世田谷F・小平 江戸川B あきる野 12:00 世田谷A すみだ ワセダ

12:30 世田谷G 文京A 江戸川 12:30 世田谷B 江東A 杉並

13:00 ワセダA 江戸川A 世田谷 13:00 世田谷C あきる野 江東

13:30 しながわ 葛飾A 世田谷 13:30 世田谷D ワセダB ワセダ

14:00 江東B すみだ 葛飾 14:00 世田谷E 杉並A 文京 キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー

14:30 江東C あきる野 世田谷 14:30 世田谷F・小平 文京B 小平・しながわ 14:30 ワセダC 葛飾B 江東 14:30 江戸川B 杉並B すみだ

キック
オフ レフリー キック

オフ レフリー キック
オフ レフリー

9:30 世田谷A 江東Ａ 江戸川 9:30 文京Ｃ 世田谷Ｄ 葛飾 9:30 すみだ 文京Ｄ 世田谷

9:55 世田谷B 江戸川Ａ 文京 9:55 葛飾Ｂ 世田谷Ｃ 江東 9:55 文京Ｂ 江東Ｃ 世田谷

10:20 葛飾D すみだ 文京 10:20 江東Ａ 世田谷Ｄ すみだ 10:20 文京Ａ 江東Ｄ 世田谷

10:45 文京Ｃ 世田谷Ｃ 文京 10:45 葛飾Ｂ 文京Ｂ 世田谷 10:45 世田谷Ａ 文京Ｄ 葛飾

11:10 文京Ａ 葛飾Ｄ 江東 11:10 江東Ｄ 江戸川B 世田谷 11:10 世田谷B 江東Ｃ 文京

13:00 世田谷Ｅ ワセダＡ 杉並 13:00 あきる野＋小平＋品川 葛飾Ａ ワセダ 13:00 葛飾Ｃ 世田谷Ｈ 江東

13:25 世田谷Ｇ 杉並Ａ あきる野＋小平＋品川 13:25 世田谷Ｆ ワセダＤ 葛飾 13:25 杉並Ｂ 江東Ｂ 世田谷

13:50 ワセダＢ 葛飾Ａ 世田谷 13:50 あきる野＋小平＋品川 世田谷Ｈ 葛飾 13:50 世田谷Ｅ 葛飾Ｃ 杉並

14:15 ワセダＣ 杉並Ａ 世田谷 14:15 世田谷Ｇ 江東Ｂ ワセダ 14:15 杉並Ｂ 世田谷Ｆ 江東

　　＊１１：１０～Ｃグランド脇打合せにてエントリー数、合同等の詳細決定。
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幼稚園児ゲーム11:40 幼稚園児ゲーム 11:40 幼稚園児ゲーム 11:40

対戦

低　学　年/幼稚園児（Ｆグランド）

対戦

中　学　年（Ｂグランド）

対戦

低　学　年/幼稚園児（Ｅグランド）

対戦

対戦

平成２８年　秋季ミニラグビー交流大会　対戦表

対戦

高　学　年（Ａグランド） 高　学　年（Bグランド）

対戦

中　学　年（Ｃグランド）

対戦

中　学　年（Dグランド）

中　学　年（Ａグランド）

低　学　年/幼稚園児（Gグランド）

対戦

●「小平・すみだ」の合同ﾁｰﾑに世田谷より補充して合同チームへ

●上記「小平」は世田谷との合同チームへ。

●「江戸川A」表記を「江戸川A・B」に修正。


