
平成２９年度　第４３回愛知県ラグビースクール交歓会　組合せ表

※　全学年、　原則チーム３試合を予定しています。 ※　タッチジャッジは各対戦チームで出してください。（フラッグの準備も願います）

※　上段のチームが試合開始前半のキックオフになります。 ※　当日、欠席等で人数不足が生じた場合は、本部にご相談ください。

※　上段のチームが試合開始時、東側（本部側）または北側陣地になります。 ※　橋ミ愛は、豊橋・ミドリ・愛西津島の合同チーム、武日は、武豊・日進長久手の合同チームを示します。

13:20
ミドリ

５年生 ６年生

瀬戸Ａ

レフリー
記録（スコア）

豊橋B 中尾
ミドリ 植木

Hグラウンド

東海 小泉

小宅 名古屋Ｃ
加藤淳 春日井Ｂレフリー 刈谷Ａ 平田 豊田Ａ 吉田 名古屋Ｂ

刈谷Ｂ 名古屋A

2

豊田 春日井Ｂ 名古屋B 岡崎 豊橋B
愛西津島 日進 春日井Ａ

11 12

岡崎 浜口

春日井Ｂ

名古屋A 愛西津島 日進 春日井Ａ 豊橋B 刈谷Ｂ
東海 瀬戸 ミドリ 東海

土方 愛西津島 伊藤学 日進

一宮

刈谷Ｂ 瀬戸Ａ

豊田Ｂ 久松

11 12

日進B 豊田Ｂ
豊田Ｂ

14:00 14:20 14:40 15:00

開始時刻（KO）

春日井Ａ 日進 岡崎 一宮 豊田Ａ
12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40

8

加藤淳 春日井Ｂ 塩谷

中尾 東海 小泉 瀬戸 市野春日井Ａ 井上 一宮 森川
豊橋B 佐久間

ミドリ 岡崎 小林太
瀬戸 鈴木

14:20 14:40
16

15:00
豊橋B
ミドリ

12:20

岡崎 一宮
刈谷Ａ 東海Ａ 名古屋A 東海Ｂ 豊田Ｂ

14:00
14 15

牧野
東海Ａ 間瀬

稲垣 豊橋B 佐久間

春日井Ｂ 名古屋B

刈谷Ｂ 宮 豊橋Ａ

東海Ａ 刈谷Ｂ20分（8-2-8） 刈谷Ａ 豊橋A

一宮 竹嶋 春日井B 岩崎

10:40 11:00 11:20 11:40 12:00
8

開始時刻（KO） 10:00 10:20

記録（スコア） 岡崎B 杉浦 刈谷 西田 東海 山本
３年生

名古屋B 進藤 岡崎A 杉浦

5

春日井Ａ

10

豊橋A 春日井A

3 4 5 6 7

開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
7 8 9 10

記録（スコア） 大野 愛西津島 仲江 名古屋B 野口 村松
レフリー

7

武日 ミドリ
12:00 12:20

春日井B

浅山 東海Ａ 小嶋 名古屋A 岡 東海Ｂ 日進

記録（スコア） 豊橋B 楠美 刈谷Ａ 藤井義 豊橋A 楠美 春日井A 高瀬

20分（8-2-8）

刈谷Ａ 小嶋 岡崎 長谷 春日井Ａ 橋本

Ｃグラウンド 名古屋A 春日井 刈谷Ａ ミドリ 豊橋
開始時刻（KO） 10:00 10:20

記録（スコア）

岡本 名古屋Ｂ 岡 橋ミ愛 原田（橋） 瀬戸Ｂ

今西 東海 椎名 豊橋

日置 岡崎 長谷 一宮 浅井 豊田Ａ

５年生

記録（スコア） 刈谷Ｂ 浅山 瀬戸Ａ 吉村

岡崎

レフリー 東海
春日井 名古屋30分（10-2-10）

20分（8-2-8）

Iグラウンド

４年生 13

東海佐久間名古屋A 荒木 愛西津島 神谷

12:40 13:00 13:20 13:40

星野 日進 黒宮
蟹江

春日井Ｂ 山口
豊橋Ａ山本

岡崎
豊橋Ａ 東海 瀬戸

豊田 末松 春日井Ｂ 丹羽 名古屋B 土方
春日井Ａ

豊田

9

夏目
刈谷

椎名
南

10:30
刈谷
東海

豊橋
豊田 山﨑 瀬戸

名古屋C 春日井B

1

刈谷Ａ 宮 豊田 鈴木

名古屋A
刈谷Ａ

刈谷Ｂ 豊橋Ａ

刈谷Ｂ 倉ヶ崎名古屋A
名古屋B 荒木

ミドリ
瀬戸 吉田 東海Ｂ 松田

9 10
10:00
豊橋
豊田

11:00 11:30 12:00 12:30
1 2 3 4 5 6 7

名古屋 山下 刈谷 南田中 春日井 大野
夏目

東海 中村 豊橋 朝倉 刈谷 南 岡崎 石川

14:00 14:30
岡崎 瀬戸 春日井 名古屋 豊田 東海 豊橋 東海

刈谷 沢 岡崎
刈谷 豊田豊橋 刈谷 岡崎 瀬戸

13:00 13:30

鬼頭 名古屋 溝上 豊田林 瀬戸 屋田 春日井

13:30 14:00 14:30
Jグラウンド 岡崎 春日井 一宮 瀬戸 名古屋 豊田

9 10
開始時刻（KO） 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

3 4 5 6 7 8５・６年生 1 2

瀬戸 武日
レフリー 春日井 鬼頭 岡崎 林

豊橋 刈谷 春日井 一宮
30分（10-2-10） 瀬戸 名古屋 名古屋 豊田 豊橋

刈谷 大橋 春日井 中谷
春日井刈谷 一宮

記録（スコア） 名古屋 山下 瀬戸 田中 刈谷
名古屋 戸松 豊田 高柳 豊橋 中村岡崎 佐々木 一宮 稲葉 瀬戸 横山

7 8 9 10
開始時刻（KO） 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

林 瀬戸 江口

６年生 1 2 3 4 5 6

福田 刈谷 小川 春日井 市原 一宮小川 名古屋 鄭 豊田 竹本 豊橋

東海 岡崎 ミドリ 愛西津島 東海 岡崎

愛西津島 横井 東海 長尾

12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
Kグラウンド 武日 ミドリ 愛西津島 武日

長尾 岡崎 佐々木 ミドリ 花井ミドリ 花井 愛西津島 横井 武日 小原（武）
愛西津島 名古屋 豊田 豊橋 刈谷

レフリー 一宮 稲葉 武日 小原（武）
30分（10-2-10） 瀬戸 春日井 東海 岡崎 ミドリ

２年生 1 2 3 4 5 6
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20

13 14 15

名古屋D

竹本 豊橋 福田中岡 愛西津島 佐藤 名古屋 鄭 豊田市原 東海 森本 岡崎 小林克 ミドリ

Ｄグラウンド 名古屋A 東海Ａ

記録（スコア） 武日 伊藤（武） 瀬戸 江口 春日井
東海

刈谷Ｂ 日進A

山白 一宮大村 日進A 高山

瀬戸 東海Ｂ 豊田Ａ名古屋D 刈谷Ａ 愛西津島 名古屋B 一宮 豊橋B
13:40 14:00 14:20 14:40

山白 刈谷Ａ
豊橋B

レフリー 豊田Ａ 原田 名古屋A 山白 東海Ａ 松田 刈谷Ｂ
豊田Ａ 名古屋D ミドリ 愛西津島 名古屋B 名古屋C春日井A 一宮

原田 瀬戸 吉田 東海Ｂ 松田岡崎 豊橋B 安井 日進B 高山 豊田Ｂ大村 愛西津島 坪井 名古屋B
名古屋B 野口 名古屋C 野口名古屋D 野口 ミドリ 大野 愛西津島 仲江東海Ａ 成本 刈谷Ｂ 藤井義 豊田Ａ 久松

12 13 14 15

東海Ａ 刈谷Ｂ 日進A 名古屋D
開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00

6 7 8 9 10 11２年生 1 2 3 4

Ｅグラウンド 日進B 豊田Ｂ 瀬戸 東海Ｂ 豊田Ａ
13:40 14:00 14:20 14:4011:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00

名古屋D 山白 日進B 高山 豊田Ｂ
豊橋A 春日井A 一宮 春日井B ミドリ日進B 名古屋A 瀬戸 東海Ｂ 日進A 刈谷Ａ愛西津島 名古屋B 名古屋C 豊橋B

高山

名古屋A

山白 東海Ａ 松田 刈谷Ｂ 大村 日進A水谷 名古屋C 山白 春日井B 市川 名古屋A原田 ミドリ 山本 豊橋A 安井 春日井A原田 豊田Ａ

2 3 4 5 6 7

春日井A 高瀬 一宮 竹嶋 春日井B 岩崎日進A 村松 刈谷Ａ 藤井義 豊橋A 楠美名古屋A 野口 瀬戸 須崎 東海Ｂ 成本名古屋C 野口 豊橋B 楠美

14 15

日進B

名古屋A

16
開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40

8 9 10 11 12 13

豊田Ａ 名古屋Ｂ 橋ミ愛 瀬戸Ｂ 春日井Ｂ 刈谷Ｂ東海Ｂ 岡崎 春日井Ａ 日進刈谷Ａ 東海Ａ 名古屋A
刈谷Ｂ 橋ミ愛 瀬戸Ｂ

幼児 1

久野 東海Ｂ 間瀬刈谷Ｂ 平田 瀬戸Ａ 加藤淳 刈谷Ａ 平田大久保 豊田Ａ 吉田 刈谷Ｂ 平田 橋ミ愛福田 日進 宮下浅井 岡崎 川畑 一宮 肥田（橋） 瀬戸Ｂ

Aグラウンド
20分（8-2-8）

レフリー 豊田Ｂ 吉田 春日井Ａ
吉村 春日井Ｂ

13 14 15 16
開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20

7 8 9 10 11 12幼・１年生 1 2 3 4 5
13:40

6

名古屋Ｂ
20分（8-2-8） 名古屋A 東海Ｂ 豊田Ｂ 春日井Ａ

名古屋Ｂ 瀬戸Ａ 刈谷Ａ 愛西津島 豊田Ｂ 一宮
14:00 14:20 14:40 15:00

Bグラウンド 豊田Ａ 名古屋Ｂ 橋ミ愛 瀬戸Ｂ 春日井Ｂ
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20

東海 豊田Ｃ 瀬戸 豊田Ａ
春日井 刈谷Ａ ミドリ 豊橋日進 豊田Ｂ 一宮 東海Ａ 岡崎 名古屋Ｃ

加藤尚 豊田Ａ 馬場崎
日置

14 15

記録（スコア） 東海Ａ 小嶋 名古屋A 岡 東海Ｂ 小嶋
遠田 東海 斎藤 豊田Ｃ 馬場崎 瀬戸太田 愛西津島 日永 豊田Ｂ 馬場崎 一宮塩谷 名古屋Ｂ 久野 瀬戸Ａ 加藤淳 名古屋Ｂ久野 橋ミ愛 肥田（橋） 瀬戸Ｂ

ミドリ 木村

１年生 1 2 3 4 5 6 7

名古屋A 吹田 春日井 谷口 刈谷Ａ 藤井寛
幼児 １年生

吹田 刈谷Ｂ 藤井寛豊田Ｂ 岡本 一宮 浅井 豊橋 大石豊田Ｂ 岡本 春日井Ａ 橋本 日進

14:00 14:20 14:40 15:0012:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
16

10:40 11:00 11:20 11:40
8 9 10 11 12 13

豊田Ｂ 一宮 東海 豊田Ｃ名古屋Ｃ 刈谷Ｂ 名古屋A 春日井 刈谷Ａ ミドリ
日永 名古屋Ｃ 太田

岡崎 名古屋Ｂ 愛西津島 名古屋Ｃ 刈谷Ｂ岡崎 豊田Ｂ 一宮 東海 豊田Ｃ 瀬戸

岡崎 鋤柄 名古屋Ｂ 太田 愛西津島豊田Ｂ 馬場崎 一宮
豊橋 豊田Ａ20分（8-2-8） 瀬戸 豊田Ａ 名古屋Ｂ 愛西津島

加藤尚遠田 東海 斎藤 豊田Ｃ 馬場崎 瀬戸田中 岡崎 鋤柄
記録（スコア） 豊田Ｃ 加藤 瀬戸 松野 豊田Ａ 加藤

小寺 刈谷Ａ 日比野 ミドリ
刈谷Ａ 藤井寛 ミドリ

藤橋 豊橋レフリー 刈谷Ｂ 日比野 名古屋A 太田 春日井
東海 赤石

３年生 1 2 3 4 5 6 7

豊田Ａ 加藤 豊田Ｂ 加藤 一宮 伊藤素木村 豊橋 大石刈谷Ｂ 藤井寛 名古屋A 吹田 春日井 谷口名古屋Ｂ 吹田 愛西津島 須原 名古屋Ｃ 吹田

14
14:00 14:20 14:40 15:00

Fグラウンド 岡崎A 春日井Ａ 一宮 名古屋C 豊橋
12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40

16
開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40

8 9 10 11 12 13 15

春日井Ｂ 武日 ミドリ 愛西津島東海 名古屋B 春日井Ｂ 春日井Ａ 一宮 名古屋C
堀 名古屋B 高木

名古屋A 岡崎B 刈谷 名古屋B 東海豊田 岡崎A 武日 ミドリ 愛西津島 瀬戸

名古屋A 高木 岡崎B 小林英 刈谷岡崎A 小林英 武日高取 一宮 柴山 名古屋C
一宮 伊藤正 名古屋C

高木 豊橋レフリー 東海 芹口 岡崎A 小林英 春日井Ａ
原田名古屋B 進藤 春日井Ｂ 島田 春日井Ａ 丸地岡崎B 杉浦 刈谷 西田 東海 山本

豊橋 豊田20分（8-2-8） 瀬戸 名古屋A 岡崎B 刈谷
北氏家（武） ミドリ 齋藤 愛西津島 山田 瀬戸新崎 豊田 小松

14 15

記録（スコア） 愛西津島 川瀬 瀬戸 堀尾 名古屋A 進藤

16
開始時刻（KO） 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40

8 9 10 11 12 13

ミドリ 河村

３・４年生 1 2 3 4 5 6

豊田 加藤 春日井Ｂ 島田 武日 梶田（日）進藤 豊橋

瀬戸 ミドリ 刈谷Ａ 豊田 春日井Ｂ
20分（8-2-8） 刈谷 東海 名古屋B 岡崎A

愛西津島 瀬戸 名古屋A 刈谷Ｂ 豊橋Ａ 刈谷Ａ
14:00 14:20 14:40 15:00

Gグラウンド 豊橋 豊田 春日井Ｂ
12:40 13:00 13:20 13:40

名古屋A 高木 豊橋 新崎 豊田
一宮 名古屋A 愛西津島 日進 春日井Ａ 一宮春日井Ａ 一宮 名古屋C 岡崎B 名古屋B 岡崎

倉ヶ崎 豊田 末松倉ヶ崎 瀬戸 市野 ミドリ 蟹江 刈谷Ａ丹羽 刈谷Ｂ 倉ヶ崎 豊橋Ａ 中尾 刈谷Ａ齋藤 愛西津島 山田 瀬戸 北 春日井Ｂ小松 春日井Ｂ 渡辺 武日 氏家（武） ミドリレフリー
丸地

４年生
春日井Ａ 稲垣名古屋A 荒木 愛西津島 星野 日進 黒宮名古屋B 荒木 岡崎 浜口 一宮 富永一宮 伊藤正 名古屋C 進藤 一宮 富永


