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小学校 チーム名 小学校 チーム名 小学校 チーム名 小学校 チーム名

9:00 1 A 太田 太田スターズ vs 江南南 Ｋ・Ｍ・Ｂ 9:00 1 C 別府 別府魂’Ｓ vs 熊谷西 Black

9:10 2 B 熊谷東 東っ子キラーズ vs 新堀 ペペチ 9:10 2 D 男沼 男沼フレンズＡ vs 熊谷南 熊谷南小6年生

9:20 3 Ｅ 江南北 江南北流れ星６ vs 長井 長井ラグビーズ 9:20 3 J 大幡 大幡ファミリー vs 熊谷東 東ブルー

9:30 4 A 妻沼 全力！めぬま vs 吉見 吉見ファイヤー 9:30 4 C 熊谷西 Black vs 久下 久下サンダース

9:40 5 B 妻沼 ＴＨＥ・妻沼ガール vs 籠原 籠原京 9:40 5 D 熊谷南 熊谷南小6年生 vs 久下 久下太陽

9:50 6 Ｅ 長井 長井ラグビーズ vs 久下 久下ファイターズ 9:50 6 J 大幡 大幡ファミリー vs 熊谷西 Ｂｌａｃｋ

10:00 7 A 太田 太田スターズ vs 妻沼 全力！めぬま 10:00 7 C 久下 久下サンダース vs 市田 よふかし

10:10 8 B 熊谷東 東っ子キラーズ vs 籠原 籠原京 10:10 8 D 男沼 男沼フレンズＡ vs 市田 友情

10:20 9 Ｅ 江南北 江南北流れ星６ vs 石原 石原８ 10:20 9 J 熊谷東 東ブルー vs 熊谷南 熊谷南小6年生

10:30 10 A 江南南 Ｋ・Ｍ・Ｂ vs 吉見 吉見ファイヤー 10:30 10 C 別府 別府魂’Ｓ vs 久下 久下サンダース

10:40 11 B 新堀 ペペチ vs 妻沼 ＴＨＥ・妻沼ガール 10:40 11 D 久下 久下太陽 vs 市田 友情

10:50 12 Ｅ 長井 長井ラグビーズ vs 石原 石原８ 10:50 12 J 大幡 大幡ファミリー vs 熊谷南 熊谷南小6年生

11:00 13 A 太田 太田スターズ vs 吉見 吉見ファイヤー 11:00 13 C 熊谷西 Black vs 市田 よふかし

11:10 14 B 熊谷東 東っ子キラーズ vs 妻沼 ＴＨＥ・妻沼ガール 11:10 14 D 熊谷南 熊谷南小6年生 vs 市田 友情

11:20 15 Ｅ 江南北 江南北流れ星６ vs 久下 久下ファイターズ 11:20 15 J 熊谷東 東ブルー vs 熊谷西 Ｂｌａｃｋ

11:30 16 A 江南南 Ｋ・Ｍ・Ｂ vs 妻沼 全力！めぬま 11:30 16 C 別府 別府魂’Ｓ vs 市田 よふかし

11:40 17 B 新堀 ペペチ vs 籠原 籠原京 11:40 17 D 男沼 男沼フレンズＡ vs 久下 久下太陽

11:50 18 Ｅ 久下 久下ファイターズ vs 石原 石原８ 11:50 18 J 熊谷西 Black vs 熊谷南 熊谷南小6年生

小学校 チーム名 小学校 チーム名 小学校 チーム名 小学校 チーム名

9:00 1 F 中条 中条ラグビーズ vs 星宮 ファイナル６ 9:00 1 5-Ｇ 中条 中条ファイブ vs 大麻生 疾風の進撃者

9:10 2 G 三尻 ダイソン３ vs 星宮 メテオ 9:10 2 5-Ｈ 長井 レインボー６ vs 熊谷南 熊谷南小5年生

9:20 3 H 三尻 三尻ガールズ２ vs 妻沼南 カルピス 9:20 3 6-I 三尻 オタクだお！ vs 妻沼南 ６ ＦＥＥＴ

9:30 4 F 桜木 桜木アベンジャーズ vs 籠原 籠原７ 9:30 4 5-Ｇ 新堀 にいぼりーズ vs 桜木 桜ＪＡＰＡＮ

9:40 5 G 石原 チームＫＹ vs 江南南 K・Ｍ・Ａ 9:40 5 5-Ｈ 妻沼 ファイヤー妻沼 vs 久下 絶対ＫＡＴＳＵ丼

9:50 6 H 妻沼南 カルピス vs 吉岡 吉岡アベンジャーズ 9:50 6 6-I 吉見 ガンバ吉見 vs 秦 ＨＡＴＡ７

10:00 7 F 中条 中条ラグビーズ vs 桜木 桜木アベンジャーズ 10:00 7 5-Ｇ 中条 中条ファイブ vs 桜木 桜ＪＡＰＡＮ

10:10 8 G 三尻 ダイソン３ vs 石原 チームＫＹ 10:10 8 5-Ｈ 長井 レインボー６ vs 妻沼 ファイヤー妻沼

10:20 9 H 三尻 三尻ガールズ２ vs 妻沼 前進！めぬま 10:20 9 6-I 三尻 オタクだお！ vs 秦 ＨＡＴＡ７

10:30 10 F 星宮 ファイナル６ vs 籠原 籠原７ 10:30 10 5-Ｇ 大麻生 疾風の進撃者 vs 新堀 にいぼりーズ

10:40 11 G 星宮 メテオ vs 江南南 K・Ｍ・Ａ 10:40 11 5-Ｈ 熊谷南 熊谷南小5年生 vs 久下 絶対ＫＡＴＳＵ丼

10:50 12 H 妻沼南 カルピス vs 妻沼 前進！めぬま 10:50 12 6-I 妻沼南 ６ ＦＥＥＴ vs 吉見 ガンバ吉見

11:00 13 F 中条 中条ラグビーズ vs 籠原 籠原７ 11:00 13 5-Ｇ 中条 中条ファイブ vs 新堀 にいぼりーズ

11:10 14 G 三尻 ダイソン３ vs 江南南 K・Ｍ・Ａ 11:10 14 5-Ｈ 長井 レインボー６ vs 久下 絶対ＫＡＴＳＵ丼

11:20 15 H 吉岡 吉岡アベンジャーズ vs 妻沼 前進！めぬま 11:20 15 6-I 三尻 オタクだお！ vs 吉見 ガンバ吉見

11:30 16 F 星宮 ファイナル６ vs 桜木 桜木アベンジャーズ 11:30 16 5-Ｇ 大麻生 疾風の進撃者 vs 桜木 桜ＪＡＰＡＮ

11:40 17 G 星宮 メテオ vs 石原 チームＫＹ 11:40 17 5-Ｈ 熊谷南 熊谷南小5年生 vs 妻沼 ファイヤー妻沼

11:50 18 H 三尻 三尻ガールズ２ vs 吉岡 吉岡アベンジャーズ 11:50 18 6-I 妻沼南 ６ ＦＥＥＴ vs 秦 ＨＡＴＡ７

RWC開催記念 第1回熊谷市スポレクタグラグビー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイン競技場 【6年生/5年生】
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グラウンド　②　（　C・D・J　ブロック　）　

受付
開会式

試合開始
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グラウンド　③　（　F・G・H　ブロック　）　 試
合
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グラウンド　④　（６－I・５－Ｇ・５－Ｈ　ブロック　）　

時刻
スコア スコア


