
※　７分ハーフ　前・後半。
※　勝点　　勝利＝３点　　引分け＝２点　　負け＝１点　　棄権＝０点。

※　①勝点で並んだ場合→②得・失点差→③直接対決勝敗→④5人でのじゃんけんＰＫで順位を決定。

※　各プール１位が決勝トーナメント進出。

サントリーカップ第11回全国小学生タグラグビー選手権大会

岩手県予選　対戦表　①

＜予選リーグ＞

プールＡ

Ａコート 赤石R 日詰Ｂ 梁小SＬ 勝点 得点 失点 得失差 順位

赤石RED　CARLOS
Ａ１ Ａ４

日詰サンライズＢ
Ａ７

梁小スカイライナーズ

プールＢ

Ａコート 北上Ｆ 古館Ｂ 日詰Ⅽ 勝点 得点 失点 得失差 順位

古館ブルーサンダーＢ
Ａ８

北上RS　フェニックス
Ａ２ Ａ５

日詰サンライズＣ

プールＣ

Ａコート 小佐野A 赤石YM 北上ブ 勝点 得点 失点 得失差 順位

小佐野バーバリアンズＡ
Ａ３ Ａ６

北上RSブルーサンダース

赤石ＹＭファイターズ
Ａ９

プールＤ

Ｂコート 奥州 北上NB 小佐野C 勝点 得点 失点 得失差 順位

奥州アテルイJr
Ｂ１ Ｂ５

北上RS　NBロケッツ
Ｂ９

小佐野バーバリアンズＣ



※　７分ハーフ　前・後半。
※　勝点　　勝利＝３点　　引分け＝２点　　負け＝１点　　棄権＝０点。

※　①勝点で並んだ場合→②得・失点差→③直接対決勝敗→④5人でのじゃんけんＰＫで順位を決定。

※　各プール１位が決勝トーナメント進出。

※予めシード分けをしているので、組合せ抽選は行わない。
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サントリーカップ第11回全国小学生タグラグビー選手権大会

岩手県予選　対戦表　②

プールＥ

ゴー・フォワード・黒西ーB

Ｂ10

Ｂ６

得失差 順位

小佐野バーバリアンズＢ
Ｂ２

Ｂコート 小佐野B 黒西Ｂ 一関 勝点 得点 失点

プールＦ

Ｂコート 古舘Ａ 黒西Ａ 水小 勝点 得点 失点 得失差 順位

一関ラグビーフットボールクラブ

ゴー・フォワード・黒西ーA
Ｂ７

※3☆　水小ブルー

古舘ブルーサンダーＡ
Ａ10 Ｂ３

＜　決勝トーナメント　＞

15
12 13

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１

優勝・準優勝チームが東北ブロック大会進出

Ｅ１

プールＧ

Ｂコート 日詰Ａ 梁小SＨ 盛岡 勝点 得点 失点 得失差 順位

盛岡ラグビースクール

Ｂ８
梁小スカイホークス

日詰サンライズＡ
Ｂ11 Ｂ４
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奥州市総合体育館Ｚアリーナ

・Ｂコート３、７はエキシビジョン
・予選リーグのアシスタントレフリ
　ー（以下ＡＲ）は基本的に対戦

　各チームより1名づつ出す。
（難しいチームは本部へ相談）
・決勝トーナメントのＡＲは
　は出場チーム確定後、本部にて
　決定する。（予選リーグ同様
　の場合あり。）

サントリーカップ第11回小学生タグラグビー選手権大会

岩手県予選　日程表

8：30 ～ 受　付　開　始

8：50 ～ 代　表　者　会　議（会議室）

対戦チーム 対戦チーム

9：10 ～ 開　会　行　事

試 合 時 間 Ａコート Ｂコート

レフリー ＡＲ

3 10：10 ～ 10：30 小佐野A－赤石YM
北上 小佐野

日詰 日野 北上

2 9：50 ～ 10：10 北上Ｆ－古館Ｂ
赤石 北上

小佐野B－黒西Ｂ
梁小

1 9：30 ～ 9：50 赤石Ｒ－日詰Ｂ
本部 赤石

奥州－北上NB
本部 奥州

及川

古館Ａ－水小
一関 古館

高橋 赤石 小野寺 奥州

小佐野

佐藤 古館 佐々木 黒西

北上 日詰

片山 梁小 伊藤 盛岡
4 10：30 ～ 10：50 梁小SＬ－赤石Ｒ

小佐野 赤石
日詰Ａ－盛岡

水小 奥州

佐藤 日詰 鈴木 小佐野
5 10：50 ～ 11：10 日詰Ｃ－北上Ｆ

赤石 北上
小佐野C－奥州

盛岡 黒西

日野 北上 斉藤 一関
6 11：10 ～ 11：30 北上ブ－小佐野A

本部 小佐野
黒西Ｂ－一関

一関 黒西

高橋 梁小 小野寺 奥州
7 11：30 ～ 11：50 日詰Ｂ－梁小SＬ

北上 日詰
水小－黒西Ａ

北上 梁小

伊藤 日詰 阿部 盛岡
8 11：50 ～ 12：10 古館Ｂ－日詰Ｃ

北上 古館
盛岡－梁小SＨ

盛岡 北上

佐々木 北上 斉藤 小佐野
9 12：10 ～ 12：30 赤石YM－北上ブ

梁小 赤石
北上NB－小佐野C

奥州 小佐野

及川 黒西 青沼 一関
10 12：30 ～ 12：50 黒西Ａ－古館Ａ

本部 古館
一関－小佐野B

12 13：40 ～ 14：00
Ｂ１位－Ｃ１位 本部

日野

日詰

片山 梁小

13：10 ～ 13：40 インターバル（コート整備・レフリー、監督会議：会議室）

11 12：50 ～ 13：10 梁小SＨ－日詰Ａ
小佐野

14：00 ～ 14：21
Ｆ１位－Ｇ１位 本部

及川

13 14：00 ～ 14：20
Ｄ１位－Ｅ１位 北上

阿部

16：20 ～ 16：50 片付け・解散

15：00 ～ 15：20 インターバル

17 15：20 ～ 15：40
15勝者－16勝者 本部 本部指名

日野 本部指名

kick-Off kick-Off
レフリー ＡＲ

15：50 ～ 16：20 閉　会　行　事

16 14：40 ～ 15：00
13勝者－14勝者 本部

日野

15 14：20 ～ 14：40
Ａ１位－12勝者 奥州

青沼

14


