
参加チーム かしいヤングラガーズ 片江ジュニアラガーズ 福岡市ラグビーフットボール協会
（11チーム） ぎんなんリトルラガーズ 草ヶ江ヤングラガーズクラブ

玄海ジュニアラグビークラブ 笹丘少年ラグビー

城南スポーツラグビークラブ 筑紫丘ラグビークラブジュニアスクール

伊都ヤングラガーズ みやけヤングラガーズ

RFC筑豊ジュニア

期　　日 平成27年6月14日　（日）

場　　所 雁の巣レクリエーションセンター：球技場B、C

開会式 午前9時30分から（球技場B)

試合時間 ４・３年生　 １２分－３分－１２分　／　２・１年・幼  １０分－３分－１０分
※　チーム名は略称

グランド C-3 グランド B-3
対象学年 レフリー 対象学年 レフリー

第1ｹﾞｰﾑ 4年 10:00 10:27 片江 かしい 片江 第1ｹﾞｰﾑ 幼稚園 10:00 10:23 かしい 玄海 かしい

第2ｹﾞｰﾑ 4年 10:30 10:57 伊都 （みやけ・笹丘） 伊都 第2ｹﾞｰﾑ 幼稚園 10:30 10:53 ぎんなん （筑紫丘・城南） ぎんなん

第3ｹﾞｰﾑ 4年 11:00 11:27 筑豊 玄海 筑豊 第3ｹﾞｰﾑ 幼稚園 11:00 11:23 （片江・みやけ） かしい （片江・みやけ）

第4ｹﾞｰﾑ 4年 11:30 11:57 かしい ぎんなん かしい 第4ｹﾞｰﾑ 幼稚園 11:30 11:53 玄海 ぎんなん 玄海

第5ｹﾞｰﾑ 4年 12:00 12:27 草ヶ江 片江 草ヶ江 第5ｹﾞｰﾑ 幼稚園 12:00 12:23 （筑紫丘・城南） （片江・みやけ） （筑紫丘・城南）

第6ｹﾞｰﾑ 3年 12:30 12:57 筑紫丘 かしい 筑紫丘 第6ｹﾞｰﾑ 1年 12:30 12:53 玄海 かしい 玄海

第7ｹﾞｰﾑ 3年 13:00 13:27 第7ｹﾞｰﾑ 1年 13:00 13:23 （ぎんなん・筑紫丘） 草ヶ江 （ぎんなん・筑紫丘）

第8ｹﾞｰﾑ 3年 13:30 13:57 片江 筑紫丘 片江 第8ｹﾞｰﾑ 1年 13:30 13:53

グランド C-2 グランド B-2
対象学年 レフリー 対象学年 レフリー

第1ｹﾞｰﾑ 2年 10:00 10:23 （みやけ・伊都・笹丘） 草ヶ江 （みやけ・伊都・笹丘） 第1ｹﾞｰﾑ 3年 10:00 10:27 城南 筑豊 城南

第2ｹﾞｰﾑ 2年 10:30 10:53 かしい 玄海 かしい 第2ｹﾞｰﾑ 3年 10:30 10:57 草ヶ江 玄海 草ヶ江

第3ｹﾞｰﾑ 2年 11:00 11:23 筑紫丘 ぎんなん 筑紫丘 第3ｹﾞｰﾑ 3年 11:00 11:27 かしい 片江 かしい

第4ｹﾞｰﾑ 2年 11:30 11:53 城南 かしい 城南 第4ｹﾞｰﾑ 3年 11:30 11:57 ぎんなん 筑紫丘 ぎんなん

第5ｹﾞｰﾑ 2年 12:00 12:23 筑紫丘 （みやけ・伊都・笹丘） 筑紫丘 第5ｹﾞｰﾑ 3年 12:00 12:27 筑豊 草ヶ江 筑豊

第6ｹﾞｰﾑ 2年 12:30 12:53 草ヶ江 玄海 草ヶ江 第6ｹﾞｰﾑ 3年 12:30 12:57 玄海 城南 玄海

第7ｹﾞｰﾑ 2年 13:00 13:23 第7ｹﾞｰﾑ 3年 13:00 13:27 草ヶ江 ぎんなん 草ヶ江

第8ｹﾞｰﾑ 2年 13:30 13:53 草ヶ江 城南 草ヶ江 第8ｹﾞｰﾑ 3年 13:30 13:57 かしい 玄海 かしい

グランド C-1 グランド B-1
対象学年 レフリー 対象学年 レフリー

第1ｹﾞｰﾑ 1年 10:00 10:23 （みやけ・笹丘） 片江 （みやけ・笹丘） 第1ｹﾞｰﾑ 4年 10:00 10:27 玄海 草ヶ江 玄海

第2ｹﾞｰﾑ 1年 10:30 10:53 城南 （ぎんなん・筑紫丘） 城南 第2ｹﾞｰﾑ 4年 10:30 10:57 ぎんなん 筑紫丘 ぎんなん

第3ｹﾞｰﾑ 1年 11:00 11:23 草ヶ江 玄海 草ヶ江 第3ｹﾞｰﾑ 4年 11:00 11:27 草ヶ江 城南 草ヶ江

第4ｹﾞｰﾑ 1年 11:30 11:53 かしい （みやけ・笹丘） かしい 第4ｹﾞｰﾑ 4年 11:30 11:57 （みやけ・笹丘） 玄海 （みやけ・笹丘）

第5ｹﾞｰﾑ 1年 12:00 12:23 片江 城南 片江 第5ｹﾞｰﾑ 4年 12:00 12:27 かしい 伊都 かしい

第6ｹﾞｰﾑ 2年 12:30 12:53 ぎんなん 城南 ぎんなん 第6ｹﾞｰﾑ 4年 12:30 12:57 城南 ぎんなん 城南

第7ｹﾞｰﾑ 2年 13:00 13:23 かしい （みやけ・伊都・笹丘） かしい 第7ｹﾞｰﾑ 4年 13:00 13:27 （みやけ・笹丘） 草ヶ江 （みやけ・笹丘）

第8ｹﾞｰﾑ 2年 13:30 13:53 玄海 筑紫丘 玄海 第8ｹﾞｰﾑ 4年 13:30 13:57 筑紫丘 筑豊 筑紫丘

第20回「ちびっこラグビー交流大会」組合せ表

試合時間 対戦チーム 試合時間 対戦チーム

試合時間 対戦チーム

試合時間 対戦チーム

試合時間 対戦チーム

試合時間 対戦チーム




