
ミニ・ラグビー日本海大会　2017

【中学年の部】 ６月２５日（日）
8：30～ 学年代表者打ち合わせ
9：00～ 試合開始

６分ー２分ー６分 ６分ー２分ー６分

山形
金沢伏
見

吉島
新潟
レッズ

前橋Ａ 鶴来津幡 勿来Ａ 新発田 前橋Ｃ 富山

山形 Ａー１ Ａ－１１ A-13 Ａ－４ 鶴来津幡 Ｂ－１ B-8 B-6 B-12

金沢伏見 Ａ－８ Ａ－６ Ａ－１２ 勿来A B-13 B-10 B-4

吉島 Ａ－２ Ａ－１５ 新発田 B-2 B-18

新潟レッズ 前橋Ｃ B-16

前橋Ａ 富山

６分ー２分ー６分 ８分ー２分ー８分
魚津のみこ
ま 三条 中条 前橋Ｄ 渋川Ｂ 新潟ブラック 前橋Ｂ 渋川Ａ 長岡三条上

越 勿来Ｂ

魚津のみこま A-10 Ａ－３ Ａ－５ 低Aー１ 新潟新津ブラック B-14 B-5 低B-17 低B-1

三条 Ａ－１６ Ａ－１４ Ａ－１８ 前橋Ｂ B-17 B-9 B-3

中条 Ａ－７ Ａ－９ 渋川Ａ B-15 B-11

前橋Ｄ 低Ａ－16 長岡三条上越 B-7

渋川Ｂ 勿来Ｂ

■Aブロック レフリー ■Bブロック レフリー

9:00 A-1 山形 ー 金沢伏見 新潟レッズ 9:00 B-1 鶴来津幡 ー 勿来Ａ 新発田

9:20 A-2 吉島 ー 新潟レッズ 山形 9:20 B-2 新発田 ー 前橋C 鶴来津幡

9:40 A-3 魚津のみこま ー 中条 前橋A 9:40 B-3 前橋B ー 勿来B 新発田

10:00 A-4 山形 ー 前橋Ａ 中条 10:00 B-4 勿来A ー 富山 前橋B

10:20 A-5 魚津のみこま ー 前橋Ｄ 山形 10:20 B-5 新潟新津ブラック ー 前橋B 勿来A

10:40 A-6 金沢伏見 ー 新潟レッズ 魚津のみこま 10:40 B-6 鶴来津幡 ー 前橋C 新潟新津ブラック

11:00 A-7 中条 ー 前橋Ｄ 金沢伏見 11:00 B-7 長岡三条上越 ー 勿来B 前橋C

11:20 A-8 金沢伏見 ー 吉島 前橋D 11:20 B-8 鶴来津幡 ー 新発田 勿来B

11:40 A-9 中条 ー 渋川Ｂ 金沢伏見 11:40 B-9 前橋B ー 長岡三条上越 鶴来津幡

12:00 A-10 魚津のみこま ー 三条 渋川B 12:00 B-10 勿来A ー 前橋C 長岡三条上越

12:20 A-11 山形 ー 吉島 魚津のみこま 12:20 B-11 勿来B ー 渋川A 勿来A

12:40 A-12 金沢伏見 ー 前橋A 吉島 12:40 B-12 鶴来津幡 ー 富山 勿来B

13:00 A-13 山形 ー 新潟レッズ 渋川D 13:00 B-13 勿来A ー 新発田 富山

13:20 A-14 三条 ー 前橋Ｄ 前橋D 13:20 B-14 新潟新津ブラック ー 前橋B 前橋C

13:40 A-15 吉島 ー 前橋A 三条 13:40 B-15 渋川A ー 長岡三条上越 新潟新津ブラック

14:00 A-16 三条 ー 中条 吉島 14:00 B-16 前橋C ー 富山 渋川A

14:20 A-17 新潟レッズ ー 前橋Ａ 三条 14:20 B-17 前橋B ー 渋川A 富山

14:40 A-18 三条 ー 渋川Ｂ 新潟レッズ 14:40 B-18 新発田 ー 富山 渋川A

低学年会場Ａ会場 低学年会場B会場

9:00 魚津のみこま 渋川Ｄ 中条 9:00 低B-1 新潟新津ブラック 勿来B 長岡三条上越

　14:00 前橋Ｄ 渋川Ｂ 前橋A 　14:20 新潟新津ブラック 長岡三条上越 前橋B


