
低学年　7月2日(土）　一日目 試合時間　5分 - 1分 - 5分 １０チーム

レフリー レフリー A
10:00 新潟 ニシカン 長岡・三条勿来A 高岡・魚津

10:15 新潟 ①× ⑥○ ⑨× ③×

10:30 ニシカン ○ ○ ⑦× ⑩×

10:45 ① 新潟 1-2 ニシカン 高岡・魚津 新発田 6-3 新津 勿来Ｂ・福島 長岡・三条× × ②× ⑧○

11:00 ② 長岡・三条 0-8 勿来A 新潟 山形 6-4 石川連合 新津 勿来A ○ ○ ○ ⑤○

11:20 ③ 高岡・魚津 4-1 新潟 長岡・三条 勿来B・福島 3-6 新発田 石川連合 高岡・魚津 ○ ○ × ×

11:40 新潟

12:00 ④ ニシカン 4-1 長岡・三条 新潟 新津 3-6 山形 新発田・中条 B

12:20 ⑤ 勿来A 5-1 高岡・魚津 ニシカン 石川連合 4-4 勿来B・福島 山形 新発田 新津 山形 石川連合 勿来B・福島

12:40 ⑥ 新潟 6-4 長岡・三条 勿来Ａ 新発田 4-5 山形 勿来Ｂ・福島 新発田 ①○ ⑥○ ⑨○ ③○

13:00 - 新潟 新津 × ④○ ⑦○ ⑩○

13:20 ⑦ ニシカン 1-7 勿来A 長岡・三条 新津 5-2 石川連合 新発田・中条 山形 ○ ○ ②○ ⑧○

13:40 ⑧ 長岡・三条 1-7 高岡・魚津 ニシカン 山形 10-1 勿来B・福島 新津 石川連合 × × ○ ⑤△

14:00 ⑨ 勿来A 10-1 新潟 高岡・魚津 石川連合 1-12 新発田 山形 勿来B・福島 × × × △

14:20 ⑩ ニシカン 2-5 高岡・魚津 勿来Ａ 新津 4-3 勿来B・福島 石川連合

14:40

15:00

低学年　7月3日(日）　二日目 試合時間　5分 - 1分 - 5分 14チーム

レフリー レフリー 参加チーム

9:00 ① 石川連合 0-8 勿来Ａ 新津 山形 3-2 福島・三条 新潟 石川連合

9:15 ② 勿来Ｂ 2-6 高岡・魚津 石川連合
新発田・中
条・長岡 1-1 ニシカン 福島・上越 勿来A

9:30 ③ 三条 6-1 新津 勿来Ｂ 新潟 1-4 石川連合 新発田・中
条・長岡 勿来B

9:45 ④ 山形 0-6 勿来Ａ 三条 勿来Ｂ 2-2 ニシカン 新潟 高岡・魚津

10:00 ⑤ 福島・三条 1-4 前橋Ｃ 山形 高岡・魚津 2-0 前橋Ｂ ニシカン 山形

10:15 ⑥ 新発田・中
条・長岡 0-5 前橋Ａ 石川連合 三条 3-1 山形 勿来Ａ 福島・上越

10:30 ⑦ 新津 - 勿来Ａ 新発田・中
条・長岡 新潟 5-1 勿来Ｂ 高岡・魚津 前橋A

10:45 ⑧ 新潟 前橋Ｃ 4-1 石川連合 三条 前橋B

11:00 前橋C

11:15 新津

11:30 ニシカン

11:45 ⑨ 勿来Ａ - 前橋Ａ 新津 前橋Ｂ 0-3 新発田・中
条・長岡

勿来B 三条

12:00 ⑩ 福島・三条 - 三条 勿来Ａ ニシカン 3-0 新津 前橋Ｂ 新発田・中条・長岡

12:15 ⑪ 石川連合 - 高岡・魚津 前橋Ａ 勿来Ｂ 2-3 前橋Ｃ ニシカン 新潟

12:30 - -

12:45 ⑫ 前橋Ｂ - 三条 高岡・魚津 福島・三条 1-4
新発田・中
条・長岡

前橋Ｃ

13:00 ⑬ 高岡・魚津 - 新津 前橋Ｂ 前橋Ａ 4-1 ニシカン 福島・上越

13:15 新潟 -

13:30 -

13:45 ⑭ 前橋Ｂ - 新潟
新発田・中
条・長岡 前橋Ｃ 3-0 新津 ニシカン

14:00 ⑮ 三条 - 前橋Ａ 新津

14:15

14:30
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女子中学生ラグビー試合・練習会場


