
第１９回西九州ブロック ミニラグビー交流大会組み合わせ　３～６年生（ミニラグビーの部）

KO NS

1 10:30 10:38 北茂安・大宰府 時津RS 嬉野・佐世保・大宰府 北茂安JRC 嬉野・大村・佐世保・長崎中央・大宰府 川副JRS 嬉野・北茂安・川副・諫早 浮羽YR

2 10:42 10:50 伊都YR 城南SRC 佐賀JRC 笹丘 時津RS 笹丘 時津RS 大宰府

3 10:54 11:02 川副・ゆのき・佐世保 りんどうYR 川副JRC 時津RS みやけYR 長崎RS 長与YR 大村RS

4 11:06 11:14 笹丘 長与RS 長与YR 大村RS 諫早RFC りんどうYR 城南SRC 長崎RS

5 11:18 11:26 諫早RFC 浮羽YR 諫早RFC 城南SRC 川副JRS ゆのきRS 佐世保・長崎中央 ゆのきRS

6 11:30 11:38 ぎんなんLR 長与RS 北茂安JRC ゆのきRS 笹丘 長与YR 佐賀JRC 笹丘

7 11:42 11:50 北茂安・大宰府 笹丘 笹丘 長崎RS 長崎RS 浮羽YR 大村RS みやけYR

8 11:54 12:02 伊都YR 諫早RFC 時津RS 伊都YR りんどうYR ぎんなんLR 長崎RS ぎんなんLR

9 12:06 12:14 川副・ゆのき・佐世保 ぎんなんLR 大村RS みやけYR ゆのきRS 嬉野・大村・佐世保・長崎中央・大宰府 浮羽YR ゆのきRS

10 12:18 12:26 城南SRC 浮羽YR 城南SRC ぎんなんLR 長与YR 時津RS 大宰府 笹丘

11 12:30 12:38 りんどうYR 笹丘 ゆのきRS 嬉野・佐世保・大宰府 浮羽YR みやけYR みやけYR 長与YR

12 12:42 12:50 北茂安・大宰府 長与RS 長崎RS 佐賀JRC ぎんなんLR 諫早RFC ぎんなんLR 城南SRC

13 12:54 13:02 伊都YR 浮羽YR 伊都YR 川副JRC 嬉野・大村・佐世保・長崎中央・大宰府 長崎RS 佐世保・長崎中央 嬉野・北茂安・川副・諫早

14 13:06 13:14 川副・ゆのき・佐世保 ぎんなんLR みやけYR 長与YR 時津RS ぎんなんLR 佐賀JRC 時津RS

15 13:18 13:26 笹丘 時津RS ぎんなんLR 諫早RFC みやけYR 川副JRS 嬉野・北茂安・川副・諫早 ゆのきRS

16 13:30 13:38 諫早RFC 城南SRC ゆのきRS 城南SRC 諫早RFC 長与YR 時津RS 笹丘

17 13:42 13:50 ぎんなんLR りんどうYR 佐賀JRC 伊都YR 長崎RS 笹丘 長与YR 城南SRC

18 13:54 14:02 北茂安・大宰府 伊都YR 長与YR 北茂安JRC ぎんなんLR ゆのきRS 佐世保・長崎中央 浮羽YR

19 14:06 14:14 川副・ゆのき・佐世保 諫早RFC 川副JRC 嬉野・佐世保・大宰府 川副JRS りんどうYR 佐賀JRC 大宰府

20 14:18 14:26 時津RS 城南SRC 諫早RFC 時津RS 長与YR 浮羽YR 大村RS ぎんなんLR

21 14:30 14:38 りんどうYR 浮羽YR 城南SRC 笹丘 笹丘 嬉野・大村・佐世保・長崎中央・大宰府 みやけYR 長崎RS

22 14:42 14:50 時津RS 長与RS 伊都YR みやけYR ゆのきRS 時津RS 嬉野・北茂安・川副・諫早 時津RS

23 14:54 15:02 ぎんなんLR4 諫早RFC4 北茂安JRC 大村RS りんどうYR みやけYR 浮羽YR 大宰府

24 15:06 15:14 長崎RS4 川副JRC4 嬉野・佐世保・大宰府 長崎RS 浮羽YR 諫早RFC 佐世保・長崎中央 長与YR

25 15:18 15:26 大村RS4 長与YR4 時津RS ぎんなんLR4 笹丘6 長崎RS6 佐賀JRC 城南SRC

26 15:30 15:38 みやけYR4 佐賀JRC4 笹丘 ゆのきRS みやけYR6 ぎんなんLR6 ゆのきRS 大村RS

※ 試合時間は８分間で，前後半はありません。

※ ゲーム間は４分間と，短い設定になっています。キックオフの時間に間に合うように，グランドへご集合ください。

※ レフリーとタッチジャッジは，チームから出してください。レフリーをどちらから出すかは，チーム同士で決めてください。

※ 昼食の時間は設けていません。各チームで適宜とっていただくようお願いします。
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