
2015年度日本海交流大会1日目7月4日（土）低学年組み合わせ一

好舶J銃か7才伽「タ「ブレイク島J功伊の劇にさめ〟

脚Jヂ「ムJ偽計■叫紺二倉掛酬
Aブロックチーム

新潟　■　薪発田・長円、ニシカン（合同）
勿来A・山形′・津幡、鶴来、金沢伏見（合同）

Aグラウンド

時間 �No． �対戦チーム ���レフリー 

、11：00 �．＿　A－1 �新潟 �／j �簿積・tl東■金沢伏鼻 �長岡・ニシカン 

11：20 �A－2 �新発田 �サーj �山形 �簿欄■蜘乗・鳥沢伏1 

ll：40 �A－3 �長岡・ニシカン �「ヰ �勿来A �新潟 

12：00 � � �－ � � 

12：20 �A－4 �弾け・鶴来・虚沢吹上 �′‘篭 �新発田 �勿来A 

12：仰 �A－5 �山形 �ムーサ �新潟． �長岡・ニシカン 

13：仰 �A－6 � �訂一之 �長岡・ニシカン �新発田 

13：20 �A－7 �山形 �一点 �陣欄・ll宋・金沢伏見 �新潟 

13：40 �A－8 �長岡・ニシカン �Jj �新発田 �沖縄・■景・会沢伏見 

14：00 �A一〇 �新潟 �－7 �勿来A �山形 

14：1与 �A一■10 �躊－l・小乗・金沢伏見 �－l　－ �長岡■ニシカン �勿来A 

14：30 �Arll �新潟 �鱈一g �l新発田 �、山形 

14：45 �A－12 �山形 �一言 �勿来A �新発田 

15：00から �タググランドとして使用します。 

Bブロックチーム

新潟、上越（合同卜新津・中条・勿来B・高岡、魚津（合同）

βグラウンド 

時間　＿ �N0． �対戦チーム ���レフリー 

11：00 �B－1 �新津 �1ラ三石 �新潟・上越 �中条 

11：20 �B－2． �中条 �／一占 �高岡■魚津 �勿来B 

11：40 � �勿来寧■ �二〇 �新津 �高岡・魚津 

12：∞ �B－3 �幼児ゲーム ���中条 

12：20 �B－4 �高岡‾・魚津 �ウニユ �新潟・上池 �－r勿来B 

12：40 �B－5 �中条 �－‾4 �新津． �高岡・魚津 

13：00 � �勿頑顔 �・、　嚢 �新潟・上越 �新津 

13：20 �B－6 �幼痛ゲニム（ま熟女空き） ���新潟・上越 

la：40 �B－7 �勿如∴且一r ��高岡・魚津 �中条 

14：叫 �B－8 �新潟■上越 �－4 �中条 �新建 

、14：15 �8－9 �高岡・魚津 �ケ �‘新津 �新潟・上越 

14：30 �．B－10 �勿来B �二g �中東 �高岡・魚津 

14：45 �B－11 �断調うグビースクール �伊‾＝占－ �高岡・魚津 �鋲津 

15：∞から �タググランドとして使用します。 

2015年度日本海交流大金　2日日7月5日（日）低学年組み合わせ

好J〟皆J昭分J本伽「タ「ブレイク島J氏伊の劇に倉劇dノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

脚Jヂ「AJ掴倉＝帥酬
書加チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

斬乳■新発田・長円、ニシカン（合同卜勿来A・山形・津幡、鶴来、金沢伏見（合剛・新潟、上越（合同卜働硝卜中条・勿来B・高札魚津（合剛・敵機A・釣棚B

Aグラウンド 

時間 �N0． �対戦チーム ���レフリー 

○：00 � �中条　＿ �2－2 �山形 �新潟■・上越 

○：15 � �新潟　■ �2－ �高岡・魚津 �山形 

l：30 � �勿来B �ユー �渋川． �新津 

○：45 � �沖欄Hh祭・土沢伏見 �J一一●／ �中条 �高向・魚津 

10：00 � �幼児ゲーム ��� 

10：15 � �渋川　趨二4 ��前橋A �l暮繊t暮l泉・虚沢伏見 

10：30 � �新発田 �grd �、新潟．一ツ �渋川 

10：45 � �前橋A �d＿志 �新潟・準越 �新津 

11：00 � �　′ 女手ラグビ－（高学年） ��� 

11：15 � ���� 

11：30 � �幼児ゲ⊥ム（または空き） ���中卑∴ 

11：45 � �新潟・上越 �よ－～ �長岡・主シカン �新発田 

12：00 � �前橋B �√一之 �・中条 �－、新潟 

12：15 � �新津 �星二呈 �勿来A �前橋B 

12：30 � �新潟 �百一度 �肺横A �白魚 

1寧：45 � �長岡tニシカン �ノー尋 �陣叩・由無・金沢伏見 �■　新潟 

13：00γ �　　　　■ 高学年グランドとなります。 

Bゲラウシ �ド 

時間． �No． �対戦チーム ���レフリー 

i：00 � �新津 �4－．4 �渋川 �■勿来A 

8：15 � �新発田 �ムーう �前橋B �躊憺■脚・金沢伏上 

○：30 � �勿来A �留■－3． �新潟・上越 �新学田 

9：45 � �甲・ニシ叫局十／ ��‾山形 �垂線 

10：00 � � ���∫ 

10：1年 � �前橋B �Z．－3 �高岡・魚津 �山形 

10：30 � �勿来8 �之－ �鱒媚・叫景・倉沢伏見 �前橋B 

10：45 � �渋川 �j一g �中形 �長岡・ニシカン 

11：00 � �女子ラグビー（他学年） ��� 

111：15 � ���� 

11：30 � �高岡■魚津 �《■－∂ �勿来A �由橋戸 

11：45 � �山形 �3．－5． �．前如 �r新潟・上越 

12：00 � �勿来B �¢■ �高岡・魚津 �南海A 

12：15 � �■叶陣・山木・金沢伏量 �3－品■、 �‾新潟・上越・ �良問・ニシカシ 

12：30 � �新発田 �星一之 �高岡・魚津 �陣け・小泉・轟的伏1 

12：45 � �前橋B �慶二亘 �新津 �斬森田 

13：00～ �高学年グランドとなります。 


