
2014年度日本海交流大会　１日目(7月5日(土))　低学年組み合わせ

　Ｂブロック

勿来(*) 高岡 鶴来津幡能美 新潟 長岡新潟 中条 山形 魚津 新津 新発田Ａ 新発田Ｂ ニシカン

勿来(*) 山形

高岡 魚津

鶴来津幡能美 新津

新潟 新発田Ａ

長岡新潟 新発田Ｂ

中条 ニシカン
* 4名のため他チームから手伝い必要

　Bグラウンド

時間 Ｎo. レフリー 時間 Ｎo. レフリー

11:00 A-1 勿来 - 新潟 中条 11:00 B-1 ニシカン - 新発田Ｂ 新津

11:15 A-2 高岡 - 長岡新潟 新潟 11:15 B-2 山形 - 新津 新発田Ｂ

11:30 A-3 鶴来津幡能美 - 中条 勿来 11:30 B-3 魚津 - 新発田Ａ ニシカン

11:45 11:45

12:00 12:00

12:15 A-4 勿来 - 高岡 長岡新潟 12:15 B-4 山形 - ニシカン 新発田Ａ

12:30 A-5 鶴来津幡能美 - 新潟 高岡 12:30 B-5 新津 - 新発田Ａ 魚津

12:45 A-6 中条 - 長岡新潟 鶴来津幡能美 12:45 B-6 魚津 - 新発田Ｂ 山形

13:00 A-7 高岡 - 新潟 長岡新潟 13:00 B-7 山形 - 新発田Ａ 新津

13:20 A-8 勿来 - 中条 高岡 13:20 B-8 魚津 - ニシカン 新発田Ａ

13:40 A-9 鶴来津幡能美 - 長岡新潟 中条 13:40 B-9 新津 - 新発田Ｂ 魚津

14:00 A-10 中条 - 新潟 鶴来津幡能美 14:00 B-10 ニシカン - 新発田Ａ 山形

14:20 A-11 勿来 - 長岡新潟 新潟 14:20 B-11 山形 - 新発田Ｂ ニシカン

14:40 A-12 鶴来津幡能美 - 高岡 勿来 14:40 B-12 魚津 - 新津 新発田Ｂ

※１試合１０分１本（ウォーターブレイクも１０分の中に含める）

2014年度日本海交流大会　２日目(7月6日(日))　低学年組み合わせ

　Ａブロック 　Ｂブロック 　Ｃブロック

渋川 山形 魚津 長岡新潟 中条 前橋Ａ 勿来ワセダ 新発田Ａ 新津 新潟 前橋Ｂ 高岡 鶴来津幡能美 新発田Ｂ ニシカン

渋川 前橋Ａ 前橋Ｂ

山形 勿来ワセダ 高岡

魚津 新発田Ａ 鶴来津幡能美

長岡新潟 新津 新発田Ｂ

中条 新潟 ニシカン

　Aグラウンド 　Bグラウンド

時間 Ｎo. レフリー 時間 Ｎo. レフリー

9:00 9:00

9:15 A-1 山形 - 魚津 中条 9:15 B-1 勿来ワセダ - 新発田Ａ 新潟

9:30 A-2 鶴来津幡能美 - 高岡 魚津 9:30 B-2 ニシカン - 新発田Ｂ 新津

9:45 A-3 長岡新潟 - 中条 山形 9:45 B-3 新潟 - 新津 勿来ワセダ

10:00 A-4 高岡 - 新発田Ｂ 中条 10:00 B-4 鶴来津幡能美 - ニシカン 長岡新潟

10:15 A-5 山形 - 長岡新潟 高岡 10:15 B-5 勿来ワセダ - 新津 鶴来津幡能美

10:30 A-6 魚津 - 中条 勿来ワセダ 10:30 B-6 新潟 - 新発田Ａ ニシカン

10:45 A-7 渋川 - 長岡新潟 魚津 10:45 B-7 前橋Ａ - 新津 新発田Ａ

11:00 A-8 山形 - 中条 渋川 11:00 B-8 勿来ワセダ - 新潟 前橋Ａ

11:15 A-9 渋川 - 魚津 長岡新潟 11:15 B-9 前橋Ｂ - 新発田Ｂ 新潟

11:30 A-10 高岡 - ニシカン 鶴来津幡能美 11:30 B-10 前橋Ａ - 新発田Ａ 前橋Ｂ

11:45 A-11 魚津 - 長岡新潟 渋川 11:45 B-11 前橋Ｂ - 鶴来津幡能美 新発田Ａ

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 A-12 前橋Ｂ - 高岡 ニシカン 12:30 B-12 新津 - 新発田Ａ 前橋Ａ

12:45 A-13 渋川 - 山形 新発田Ｂ 12:45 B-13 前橋Ａ - 勿来ワセダ 新津

13:00 A-14 前橋Ｂ - ニシカン 高岡 13:00 B-14 鶴来津幡能美 - 新発田Ｂ 山形

13:15 A-15 渋川 - 中条 前橋Ｂ 13:15 B-15 前橋Ａ - 新潟 新発田Ｂ

13:30 13:30

13:45 13:45

※１試合１０分１本（ウォーターブレイクも１０分の中に含める）

対戦チーム 対戦チーム

女子ラグビーゲーム未就学児ゲーム

　Ａブロック

対戦チーム対戦チーム

　Aグラウンド

未就学児ゲーム


