
新潟市補助事業

トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント表表表表

新潟県ラグビーフットボール協会主催

　第６回　ビーチフットボール大会

 Vol.6 Beachfootball in Niigata 2011 Vol.6 Beachfootball in Niigata 2011 Vol.6 Beachfootball in Niigata 2011 Vol.6 Beachfootball in Niigata 2011

　　　　　　　　　　　　～～～～元気元気元気元気をだそうをだそうをだそうをだそう　　　　みんなのみんなのみんなのみんなの日本日本日本日本～～～～



  サントリービア＆スピリッツ(株)

 　　 （株）栗田工務店　  ROAST CAFÉ（ﾛｰｽﾄｶﾌｪ）

  （有）新し屋酒店          万平菓子舗  

　  　（有）丸武古泉商店  （株）尾山商店  

      （有）サカイ電化センター 

        窪田梨果園     celluloid café（ｾﾙﾛｲﾄﾞｶﾌｪ） 

           

  ◆補　　助　新潟市「新潟港海岸ビーチふれあい補助事業」

《《《《大会組織大会組織大会組織大会組織》》》》

◆大会役員　　

新潟県ラグビーフットボール協会

理事長 水沢　一男

理事(大会実行委員長） 佐藤　真紀子

◆実行委員

実行委員 佐藤　彰 小室　昌之 田村　英樹 佐藤　英次 鈴木　順 　

奥野　靖徳 平野　好 小池　豊

吉原　悠介 斉藤信明 勝見　直久 恩田　富明 山崎　巌

安田　耕平 西村　秀太 新村　卓郎 倉島　孝幸 小林　正茂

残熊　恵 勝見　幸美 勝見　弘望 斎藤　みどり 山崎　裕美

新村　ゆい 山崎　美孝 和田　昌明 太刀川　正明 高野　良範

　 青柳　梨恵 藤田　健男 渡辺　一博　 大門　和佳子

司　会 藤田　幸恵

大　会　概　要

VolVolVolVol....6  6  6  6  BeachfootballBeachfootballBeachfootballBeachfootball　　　　in Niigata in Niigata in Niigata in Niigata 2011201120112011

第第第第６６６６回回回回　　　　ビーチフットボールビーチフットボールビーチフットボールビーチフットボール大会  大会  大会  大会  

  ◆企画運営　ビーチフットボール新潟大会実行委員会

  ◆特別協賛　ＫＡＺＵ総合プランニング

  ◆協　　賛　石本酒造(株） 

～～～～元気元気元気元気をだそうをだそうをだそうをだそう　　　　みんなのみんなのみんなのみんなの日本日本日本日本～～～～

　◆会　　期　平成２３年８月７日（日）

  ◆会　　場　新潟県日和山浜海岸

  ◆主　　催　新潟県ラグビーフットボール協会
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8:30 受付開始

9:00

　

9:30 予選リーグ戦開始

12:30 （越後新潟の賞品が当たる）じゃんけん大会

13:00 準々決勝戦開始

15:05 決勝戦開始

15:30 表彰式

勝利チーム記念撮影

終了・あとかたづけ

　　開会の言葉

　　　 新潟県ラグビーフットボール協会理事長　水沢　一男

　　競技・注意事項の説明

　　記念撮影

    砂浜一斉ゴミ拾い

ＴＩＭＥ　ＳＣＨＥＤＵＬＥ

《《《《雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行》》》》

開会式

ご確認ください

　■集合時間は1時間前

　　　　試合開始1時間前までにチーム代表者の方は大会本部で受付を済ませその後引き続き、

　　　　試合開始１５分前には試合コート海側テントに集合してください。

　■自動車利用の場合は必ず所定の駐車場へ

　　　　自動車を利用する場合は８ページのマップを参考に所定の場所に駐車してください。

　■海水浴場の利用について

　　　　会場内では他の海水浴客の迷惑にならないようにご注意ください。

　　　　試合直後に海へ入ることは避けてください。

　■ユニフォームについて

　　　　試合は原則的に各チーム毎に同じユニフォーム（上着だけでも可）を着衣してください。

　■参加費について

　　　　転変地異による、海浜の消滅、落雷、または交通機関の麻痺等によりやむを得ず大会が中止される

　　　　場合がありますが、この場合、参加費の返金は致しません。

　■登録人数について

　　　　各試合各試合各試合各試合10101010人以下人以下人以下人以下でででで試合試合試合試合をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。
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　　栄小学校裏の駐車場からは海岸道路を横断します。車の行き来が激しいですので、横断の際は

　　十分にご注意ください。

　　（9時の開会式にはご参加ください）

　《駐車場》

　　９ページ指定の駐車場に駐車下さい。場所をご確認下さい。

　《試合後の移動》

　　試合後の移動は2分以内でお願いします。コート海側に集合してください。

　　時間になりましたら試合開始します。円滑な進行にご協力下さい。

　《飲食について》

　　昼食・飲み物は各自ご用意ください。ドリンク販売は本部で行います。ご利用ください。

　《トイレの使用について》

　　第2コート寄りに仮設トイレが設置されていますのでご利用ください。(西海岸公園トイレもあります。）

　《スポーツ傷害保険について》

　　参加費にはスポーツ障害保険代は含まれておりません。各自大会前までに必ず加入し参加して下さい。

　　大会中の負傷・発病等は本部にて応急処理は致しますが、主催者及び大会関係者は責任は負いません

　　ので、当日は健康保険証を持参ください。水分はこまめに取り、熱中症には十分ご注意ください。

　　砂が思った以上に熱くなる場合があります。シューズを必ずはいてください。(軍足は販売致します）

　《参加チームが棄権した場合》

　　当日の棄権につきましては参加費は返金いたしませんのでご了承ください。

　　相手チームが棄権した場合の得点結果は、５－０とします。

　《多重登録の許可》

　　本大会は、複数チームへの多重登録を許可します。ただし、1試合に11人以上の参加は認めません。

　《危険行為について》

　　ビーチフットボールではタックルは禁止されています。故意にタックルを行ったとみなされた場合、

　　その他の危険行為についても同様です。詳しくは、国際ビーチフットボール協会　競技規則をご覧下さい。

http://www.beachfootball.com/

　《ゴミの持ち帰りの徹底》

　　ゴミは各自持ち帰り、きれいな海岸を守りましょう。

　《　《　《　《テントテントテントテントのごのごのごのご準備準備準備準備》》》》

　　　　　　　　各各各各チームチームチームチームででででテントテントテントテントをごをごをごをご用意用意用意用意くださいくださいくださいください。（。（。（。（今年今年今年今年はははは選手控選手控選手控選手控ええええテントテントテントテントがががが用意用意用意用意されておりませんされておりませんされておりませんされておりません。。。。ごごごご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください））））

　《受付開始は8時半から》

　　自分のチームの試合開始前迄に、チームの代表者は大会本部にて必ず受付を済ませて下さい。

　　その場で退場していただくこともありますので絶対に行わないでください。

注　意　事　項

　　　　

  《道路の横断注意》
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開始時間 試合間隔

9:30 MAGGIE☆B がんばれトッキッキ 0:15 新潟大学ラグビー部 ＴＯＲＹＯ　Ａ

9:45 KAMISEN JASDF　RQイーグル 0:15 越後上越Ａ バーバリアンズ

10:00 新商ﾏｰｷｭﾘｰｽﾞＢ MAGGIE☆G 0:15 亀田YEG 新潟ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ

10:15 越後上越Ｂ ＳＴＡＲ 0:15 新発田ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｭﾆｱ 越後姫

10:30 TKD49 MAGGIE☆B 0:15 新商ﾏｰｷｭﾘｰｽﾞＡ 新潟大学ラグビー部

10:45 モリタ倶楽部 KAMISEN 0:15 BEACH　RAGGATS 越後上越Ａ

11:00 MAGGIE☆G 新発田ラグビー 0:15 TORYO　Ｂ 亀田YEG

11:15 関西選抜 越後上越Ｂ 0:15 新潟☆レディース 新発田ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｭﾆｱ

11:30 がんばれトッキッキ TKD49 0:15 ＴＯＲＹＯ　Ａ 新商ﾏｰｷｭﾘｰｽﾞＡ

11:45 JASDF　RQイーグル モリタ倶楽部 0:15 バーバリアンズ BEACH　RAGGATS

12:00 新発田ラグビー 新商ﾏｰｷｭﾘｰｽﾞＢ 0:15 新潟ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ TORYO　Ｂ

12:15 ＳＴＡＲ 関西選抜 0:15 越後姫 新潟☆レディース

13:00 予選1位得失点差6位 予選1位得失点差7位 0:15 予選2位得失点差6位 予選2位得失点差7位

13:15 予選1位得失点差3位 予選1位得失点差4位 0:15 予選2位得失点差3位 予選2位得失点差4位

13:30 予選1位得失点差5位 予選1位得失点差2位 0:15 予選2位得失点差5位 予選2位得失点差2位

13:45 予選2位得失点差１位 予選2位得失点差6位・7位勝者
0:15

14:00
予選2位得失点差3位・4位勝者 予選2位得失点差5位・2位勝者

0:15

14:15 予選1位得失点差１位 予選1位得失点差6位・7位勝者
0:15

14:30
予選1位得失点差3位・4位勝者 予選1位得失点差5位・2位勝者

0:15

14:45 ﾌﾟﾚｰﾄ決勝 ﾌﾟﾚｰﾄ決勝 0:20

15:05 決勝 決勝 0:25

15:30 表彰式

※　水分はこまめにお取りください。

　　 砂が思った以上に熱くなる場合があります。シューズを必ずはいてください。

ＧＡＭＥ　ＳＣＨＥＤＵＬＥ

第第第第１１１１コートコートコートコート 第第第第２２２２コートコートコートコート

試合試合試合試合 試合試合試合試合

１２：３０　じゃんけん大会
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　　　試合時間…「前半６分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半６分」

　　　※試合後の移動は２分以内でお願いします。時間になりましたら試合開始します。

★試合開始　９：３０～　

＜第１　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

1試合目 ９：３０～ 5試合目 １０：３０～

1試合目 ９：３０～ 9試合目 １１：３０～

5試合目 １０：３０～ 9試合目 １１：３０～

＜第２　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

2試合目 ９：４５～ 6試合目 １０：４５～

2試合目 ９：４５～ 10試合目 １１：４５～

6試合目 １０：４５～ 10試合目 １１：４５～

＜第３　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

3試合目 １０：００～ 7試合目 １１：００～

3試合目 １０：００～ 11試合目 １２：００～

7試合目 １１：００～ 11試合目 １２：００～

＜第４　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

4試合目 １０：１５～ 8試合目 １１：１５～

4試合目 １０：１５～ 12試合目 １２：１５～

8試合目 １１：１５～ 12試合目 １２：１５～

関西選抜

ＴＫＤ４９

ＫＡＭＩＳＥＮ  ＪＡＳＤＦ　ＲＱイーグル モリタ倶楽部

12

5

6

7

8

関西選抜

ＫＡＭＩＳＥＮ

9

10

11

4

ＪＡＳＤＦ

ＲＱイーグル

モリタ倶楽部

MAGGIE☆Ｇ

MAGGIE☆Ｂ がんばれトッキッキ

2

MAGGIE☆Ｇ 新商マーキュリーズＢ 新発田ラグビー

予選リーグ　第１コート

MAGGIE☆Ｂ

がんばれトッキッキ

ＴＫＤ４９

1

3

越後上越Ｂ

ＳＴＡＲ

新商マーキュリーズＢ

新発田ラグビー

越後上越Ｂ ＳＴＡＲ
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　　　試合時間…「前半６分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半６分」

　　　※試合後の移動は２分以内でお願いします。時間になりましたら試合開始します。

★試合開始　９：３０～　

＜第５　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

1試合目 ９：３０～ 5試合目 １０：３０～

1試合目 ９：３０～ 9試合目 １１：３０～

5試合目 １０：３０～ 9試合目 １１：３０～

＜第６　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

2試合目 ９：４５～ 6試合目 １０：４５～

2試合目 ９：４５～ 10試合目 １１：４５～

6試合目 １０：４５～ 10試合目 １１：４５～

＜第７　ST＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

3試合目 １０：００～ 7試合目 １１：００～

3試合目 １０：００～ 11試合目 １２：００～

7試合目 １１：００～ 11試合目 １２：００～

＜レディース・キッズ＞

チーム

Ｎｏ．

勝敗（順位）

4試合目 １０：１５～ 8試合目 １１：１５～

4試合目 １０：１５～ 12試合目 １２：１５～

8試合目 １１：１５～ 12試合目 １２：１５～

新潟大学ラグビー部 ＴＯＲＹＯ　Ａ 新商マーキュリーズA

越後上越Ａ バーバリアンズ BEACH　RAGGATS

16

亀田ＹＥＧ

越後上越Ａ

バーバリアンズ

BEACH　RAGGATS

3

17

18

19

20

21

1

2

亀田ＹＥＧ

新潟ジュニア

ラグビースクール

ＴＯＲＹＯ　Ｂ

新発田ラグビージュニア

越後姫

新潟☆レディース

 新潟ジュニアラグビースクール
ＴＯＲＹＯ　Ｂ

予選リーグ　第２コート

新潟大学ラグビー部

ＴＯＲＹＯ　Ａ

新商マーキュリーズA

13

14

15

新発田ラグビージュニア 越後姫 新潟☆レディース
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　試合開始　１３：００～　

　　　試合時間…準々決勝・準決勝「前半６分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半６分」

　　　　　　　　　　決勝「前半７分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半７分」

　　　※試合後の移動は２分以内でお願いします。時間になりましたら試合開始します。

★★★★プレートトーナメントプレートトーナメントプレートトーナメントプレートトーナメント

予選2位通過得失点差1位

第第第第１１１１コートコートコートコート

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：４５～

予選2位通過得失点差6位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：００～

予選2位通過得失点差7位

第第第第１１１１コートコートコートコート

開始時間開始時間開始時間開始時間
１４：４５～

予選2位通過得失点差3位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：１５～

予選2位通過得失点差4位

第第第第１１１１コートコートコートコート

開始時間開始時間開始時間開始時間
１４：００～

予選2位通過得失点差5位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：３０～

予選2位通過得失点差2位

プレートプレートプレートプレート優勝優勝優勝優勝

プレートトーナメント　第２コート
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　試合開始　１３：００～　

　　　試合時間…準々決勝・準決勝「前半６分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半６分」

　　　　　　　　　　決勝「前半７分」　「ﾊｰﾌﾀｲﾑ１分」　「後半７分」

　　　※試合後の移動は２分以内でお願いします。時間になりましたら試合開始します。

★★★★予選予選予選予選１１１１位決勝位決勝位決勝位決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント

予選1位通過得失点差1位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１４：１５～

予選1位通過得失点差6位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：００～

予選1位通過得失点差7位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１５：０５～

予選1位通過得失点差3位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：１５～

予選1位通過得失点差4位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１４：３０～

予選1位通過得失点差5位

開始時間開始時間開始時間開始時間
１３：３０～

予選1位通過得失点差2位

優勝優勝優勝優勝

決勝トーナメント　第１コート
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　 ／車：東京から　

関越自動車道／練馬I.C～長岡JCT～北陸自動

車道／新潟西I.Cから新潟バイパスへ北上

／車：福島から　

磐越自動車道～新潟中央JCT～新潟亀田IC

から新潟バイパスへ北上

/上記ICを出て

～竹尾インターを下りて赤道へ左折、直進。

みなとトンネルを越えると日和山海岸到着

(駐車場１が近いです）

／車：新潟市街地から　

新潟駅方面から萬代橋を渡り鏡橋交差点を

右折し約700m直進後、

信号を左折し約1.2km 直進

（駐車場２に駐車下さい）

（下記地図をご確認ください）

関越･磐越自動車道から

駐車場１：　

海岸道路からお入り下さい。

駐車場２：　　

栄小学校裏西海岸公園、

 （海岸道路を横断する際は十分にご注意ください。）

●所在地／新潟市西船見町字浜浦

●交　通／バス：新潟駅より附船町行

　 「横七番町２丁目」下車　徒歩10分

【会場までの交通路】

         新潟市街地から

Ｍ　Ａ　Ｐ

　（新潟みなとトンネル西側出口５００メートル程度直進） 会場会場会場会場

駐車場３

駐車場２

鏡橋交差点

駐車場１
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協　賛

　　　　石本酒造石本酒造石本酒造石本酒造株式会社株式会社株式会社株式会社

            清酒清酒清酒清酒　　　　越乃寒梅越乃寒梅越乃寒梅越乃寒梅　　　　醸造元醸造元醸造元醸造元

　　　　〒〒〒〒950-0116950-0116950-0116950-0116

        新潟市江南区北山新潟市江南区北山新潟市江南区北山新潟市江南区北山847847847847番地番地番地番地1111

　　　　TEL:025-276-2028TEL:025-276-2028TEL:025-276-2028TEL:025-276-2028

　　　　サントリービアサントリービアサントリービアサントリービア＆＆＆＆スピリッツスピリッツスピリッツスピリッツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社新潟支店新潟支店新潟支店新潟支店

　　　　〒〒〒〒951951951951----8066806680668066

　　　　新潟市中央区東掘前通新潟市中央区東掘前通新潟市中央区東掘前通新潟市中央区東掘前通6666番町番町番町番町1058105810581058----1111

　　　　中央中央中央中央ビルディングビルディングビルディングビルディング2222FFFF

　　　　TELTELTELTEL::::025025025025----225225225225----3040304030403040　　　　FAXFAXFAXFAX::::025025025025----225225225225----3037303730373037

　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社栗田工務店栗田工務店栗田工務店栗田工務店

            住宅住宅住宅住宅のののの耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修・・・・断熱改修断熱改修断熱改修断熱改修

　　　　

〒〒〒〒950-0141950-0141950-0141950-0141

　　　　新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地3-1-163-1-163-1-163-1-16

　　　　TEL:025-382-3707TEL:025-382-3707TEL:025-382-3707TEL:025-382-3707 　　　　FAX:025-381-4159FAX:025-381-4159FAX:025-381-4159FAX:025-381-4159

　　　　KAZUKAZUKAZUKAZU総合総合総合総合プランニングプランニングプランニングプランニング

            イベントイベントイベントイベントのののの企画企画企画企画、、、、運営運営運営運営おおおお任任任任せくださいせくださいせくださいせください

　　　　〒〒〒〒950-0165950-0165950-0165950-0165

　　　　新潟市江南区西町新潟市江南区西町新潟市江南区西町新潟市江南区西町6-4-186-4-186-4-186-4-18

　　　　TEL:025-383-3833TEL:025-383-3833TEL:025-383-3833TEL:025-383-3833 　　　　FAX:025-383-3356FAX:025-383-3356FAX:025-383-3356FAX:025-383-3356

　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社尾山商店尾山商店尾山商店尾山商店

            織物卸織物卸織物卸織物卸

　　　　〒〒〒〒950-0141950-0141950-0141950-0141

　　　　新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地新潟市江南区亀田工業団地1-1-11-1-11-1-11-1-1

　　　　TEL:025-382-6111TEL:025-382-6111TEL:025-382-6111TEL:025-382-6111 　　　　FAX:025-382-8088FAX:025-382-8088FAX:025-382-8088FAX:025-382-8088

　　　　ROAST CAFROAST CAFROAST CAFROAST CAFÉÉÉÉローストカフェローストカフェローストカフェローストカフェ

            自家焙煎自家焙煎自家焙煎自家焙煎コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーととととパスタランチパスタランチパスタランチパスタランチのおのおのおのお店店店店

　　　　〒〒〒〒950950950950----0134013401340134

　　　　新潟市江南区亀田曙町新潟市江南区亀田曙町新潟市江南区亀田曙町新潟市江南区亀田曙町3333----2222----7777

　　　　TELTELTELTEL::::025025025025----381381381381----1210121012101210　　　　FAXFAXFAXFAX::::025025025025----381381381381----1210121012101210

  http://www.roastcafe.net/  http://www.roastcafe.net/  http://www.roastcafe.net/  http://www.roastcafe.net/
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協　賛

　　　　 万平菓子舗 万平菓子舗 万平菓子舗 万平菓子舗

                        菓子製造小売業菓子製造小売業菓子製造小売業菓子製造小売業

　　　　〒〒〒〒950-0163950-0163950-0163950-0163

　　　　新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町4-1-484-1-484-1-484-1-48

　　　　TEL:025-381-2267TEL:025-381-2267TEL:025-381-2267TEL:025-381-2267 　　　　FAX:025-381-2268FAX:025-381-2268FAX:025-381-2268FAX:025-381-2268

　　　　有限会社有限会社有限会社有限会社新新新新しししし屋酒店屋酒店屋酒店屋酒店

            酒類小売業酒類小売業酒類小売業酒類小売業

　　　　〒〒〒〒950-0131950-0131950-0131950-0131

　　　　新潟市江南区袋津新潟市江南区袋津新潟市江南区袋津新潟市江南区袋津4-2-204-2-204-2-204-2-20

　　　　TEL:025-382TEL:025-382TEL:025-382TEL:025-382 －－－－2345234523452345　　　　FAX:025-381-4440FAX:025-381-4440FAX:025-381-4440FAX:025-381-4440

  http://www.atarashiya.jp/  http://www.atarashiya.jp/  http://www.atarashiya.jp/  http://www.atarashiya.jp/

　　　　有限会社有限会社有限会社有限会社丸武古泉商店丸武古泉商店丸武古泉商店丸武古泉商店

            食品食品食品食品・・・・菓子卸菓子卸菓子卸菓子卸

　　　　〒〒〒〒950-0134950-0134950-0134950-0134

　　　　新潟市江南区曙町新潟市江南区曙町新潟市江南区曙町新潟市江南区曙町3-6-23-6-23-6-23-6-2

　　　　TEL:025-383-0858TEL:025-383-0858TEL:025-383-0858TEL:025-383-0858 　　　　FAX:025-382-6710FAX:025-382-6710FAX:025-382-6710FAX:025-382-6710

　　　　窪田梨果園窪田梨果園窪田梨果園窪田梨果園

    

　　　　〒〒〒〒950-0144950-0144950-0144950-0144

        新潟市江南区茅野山新潟市江南区茅野山新潟市江南区茅野山新潟市江南区茅野山2-6-222-6-222-6-222-6-22

　　　　TEL&FAX:025-381-2895TEL&FAX:025-381-2895TEL&FAX:025-381-2895TEL&FAX:025-381-2895

　　　　有限会社有限会社有限会社有限会社サカイサカイサカイサカイ電化電化電化電化センターセンターセンターセンター

            家電販売家電販売家電販売家電販売・・・・修理修理修理修理

　　　　〒〒〒〒950-0164950-0164950-0164950-0164

　　　　新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町新潟市江南区亀田本町4-3-134-3-134-3-134-3-13

　　　　TEL:025-382-7900TEL:025-382-7900TEL:025-382-7900TEL:025-382-7900　　　　FAX:025-382-7516FAX:025-382-7516FAX:025-382-7516FAX:025-382-7516

　　　　セルロイド カフェセルロイド カフェセルロイド カフェセルロイド カフェ

　　　　

 みんなが みんなが みんなが みんなが気軽気軽気軽気軽にににに集集集集まれるまれるまれるまれる遊遊遊遊びびびび場場場場ががががコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

 地元食材 地元食材 地元食材 地元食材をををを使用使用使用使用したしたしたした炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼とととと地地地地ビールビールビールビールをおをおをおをお楽楽楽楽しみしみしみしみ

 いただけます いただけます いただけます いただけます。。。。

　　　　〒〒〒〒950950950950----0911091109110911

　 　 　 　 新潟市中央区笹口新潟市中央区笹口新潟市中央区笹口新潟市中央区笹口プラーカプラーカプラーカプラーカ2 12 12 12 1FFFF

　　　　TELTELTELTEL::::025025025025----246246246246----4335433543354335

11



【会場ＭＡＰ】

【ルールについて】

　ルールの最新版については国際ビーチフットボール協会のホームページを

　ご覧ください。　　　（この大会は国際ビーチフットボール協会の公式ルールに則っています。）

新潟県ラグビーフットボール協会　　

ビーチフットボール新潟大会実行委員会

新潟市中央区万代１－５－１　　　Tel.０２５－２５５－５３２０　Fax　０２５－２５５－５３１５

大会本部　０９０－１０４８－５５４１　(佐藤）

緊急病院連絡先　：　新潟市急患診療センター　０２５－２４６－１１９９

http://www.beachfootball.com/http://www.beachfootball.com/http://www.beachfootball.com/http://www.beachfootball.com/

海

湾岸道路

階段

第1コート
第2コート

本部

テント

レフリー

テント

レフリー

テント
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