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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

8:50 1 6-A 石原 凸凹フレンズ vs 桜木 桜木JAPAN 8:50 1 6-C 市田 豊岡シスター vs 妻沼 それゆけ！世界

9:02 2 6-B 妻沼 Gと愉快な仲間 vs 男沼 男沼フレンズA 9:02 2 4-B 市田 市田ラグビー隊 vs 妻沼 あついぞ！めぬま

9:14 3 6-I 新堀 Zackey vs 秦 秦シマダ 9:14 3 6-D 佐谷田 GATTIZU vs 久下 KYMSSIN

9:26 4 6-A 吉見 吉見ファイターズ vs 熊谷東 東焼きバターズ 9:26 4 4-B 男沼 男沼フレンズB vs 太田　 太田トライ４

9:38 5 6-B 熊谷東 東焼ニックーず vs 奈良 奈良グビーズ 9:38 5 6-C 熊谷東 東ビクトリーズ vs 別府 別府チャレンジ

9:50 6 6-I 江南南 江南ブルー vs 熊谷西 西小6年 9:50 6 6-D 吉岡 吉岡アベンジャーズ vs 太田 太田スターズ

10:02 7 6-A 石原 凸凹フレンズ vs 吉見 吉見ファイターズ 10:02 7 4-B 市田 市田ラグビー隊 vs 男沼 男沼フレンズB

10:14 8 6-B 妻沼 Gと愉快な仲間 vs 熊谷東 東焼ニックーず 10:14 8 6-I 新堀 Zackey vs 江南南 江南ブルー

10:35 9 6-I 秦 秦シマダ vs 熊谷西 西小6年 10:35 9 6-C 市田 豊岡シスター vs 熊谷東 東ビクトリーズ

10:47 10 6-A 桜木 桜木JAPAN vs 熊谷東 東焼きバターズ 10:47 10 6-D 佐谷田 GATTIZU vs 吉岡 吉岡アベンジャーズ

10:59 11 6-B 男沼 男沼フレンズA vs 奈良 奈良グビーズ 10:59 11 6-C 妻沼 それゆけ！世界 vs 熊谷東 東ビクトリーズ

11:11 12 6-I 新堀 Zackey vs 熊谷西 西小6年 11:11 12 4-B 市田 市田ラグビー隊 vs 太田　 太田トライ４

11:23 13 6-A 石原 凸凹フレンズ vs 熊谷東 東焼きバターズ 11:23 13 6-D 久下 KYMSSIN vs 太田 太田スターズ

11:35 14 6-B 妻沼 Gと愉快な仲間 vs 奈良 奈良グビーズ 11:35 14 6-C 市田 豊岡シスター vs 別府 別府チャレンジ

11:47 15 6-I 秦 秦シマダ vs 江南南 江南ブルー 11:47 15 6-D 佐谷田 GATTIZU vs 太田 太田スターズ

11:59 16 6-A 桜木 桜木JAPAN vs 吉見 吉見ファイターズ 11:59 16 6-C 妻沼 それゆけ！世界 vs 別府 別府チャレンジ

12:11 17 6-B 男沼 男沼フレンズA vs 熊谷東 東焼ニックーず 12:11 17 6-D 久下 KYMSSIN vs 吉岡 吉岡アベンジャーズ

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

8:50 1 6-E 星宮 七色スター vs 桜木 桜木スマッシュ 8:50 1 6-G 新堀 チョコバナナ vs 成田 トライアゲイン

9:02 2 4-A 佐谷田 せおい波 vs 熊谷南 熊谷南C 9:02 2 6-H 新堀 イイヅカーズ vs 玉井 玉ラグ６

9:14 3 6-F 成田 インポッシブル vs 妻沼南 みなみっ子 9:14 3 6-G 大幡 ハタローズ vs 大麻生 フラッシュ

9:26 4 4-A 中条 クリスタシャチ vs 秦 チームはたまる 9:26 4 6-H 熊谷南 熊谷南A vs 長井 ブラックスター

9:38 5 6-E 籠原 セブンイレブン vs 江南北 江南北もみじ６ 9:38 5 6-G 新堀 チョコバナナ vs 大幡 ハタローズ

9:50 6 6-F 中条 中条ファイターズ vs 新堀 チームKTS 9:50 6 6-H 新堀 イイヅカーズ vs 熊谷南 熊谷南A

10:02 7 4-A 佐谷田 せおい波 vs 中条 クリスタシャチ 10:02 7 6-G 成田 トライアゲイン vs 大麻生 フラッシュ

10:14 8 6-E 星宮 七色スター vs 籠原 セブンイレブン 10:14 8 4-B 妻沼 あついぞ！めぬま vs 太田　 太田トライ４

10:35 9 6-F 成田 インポッシブル vs 中条 中条ファイターズ 10:35 9 4-A 熊谷南 熊谷南C vs 秦 チームはたまる

10:47 10 6-E 桜木 桜木スマッシュ vs 江南北 江南北もみじ６ 10:47 10 6-H 玉井 玉ラグ６ vs 長井 ブラックスター

10:59 11 6-F 妻沼南 みなみっ子 vs 新堀 チームKTS 10:59 11 6-G 新堀 チョコバナナ vs 大麻生 フラッシュ

11:11 12 6-E 星宮 七色スター vs 江南北 江南北もみじ６ 11:11 12 4-A 熊谷南 熊谷南C vs 中条 クリスタシャチ

11:23 13 4-A 佐谷田 せおい波 vs 秦 チームはたまる 11:23 13 4-B 妻沼 あついぞ！めぬま vs 男沼 男沼フレンズB

11:35 14 6-F 成田 インポッシブル vs 新堀 チームKTS 11:35 14 6-H 新堀 イイヅカーズ vs 長井 ブラックスター

11:47 15 6-E 桜木 桜木スマッシュ vs 籠原 セブンイレブン 11:47 15 6-G 成田 トライアゲイン vs 大幡 ハタローズ

11:59 16 6-F 妻沼南 みなみっ子 vs 中条 中条ファイターズ 11:59 16 6-H 玉井 玉ラグ６ vs 熊谷南 熊谷南A

※４－Aブロックはグラウンド移動あり ※４－A/4-Bブロックはグラウンド移動あり

※6-Iブロックはグラウンド移動あり
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グラウンド　④　（6-G・6-H・4-A・4-B　ブロック　）　
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グラウンド　③　（　6-E・6-F・4-A　ブロック　）　 試
合
No

休憩 休憩

休憩 休憩

ラグビーワールドカップ２０１９開催記念 第２回スポレクタグラグビー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイン競技場 【6年生/4年生】
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グラウンド　①　（　6-A・6-B・6-I ブロック　　）　 試
合
No
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ロ
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グラウンド　②　（　6-C・6-D・6-I・4-B　ブロック　）　

受付
開会式

試合開始

時刻
スコア スコア

※6-I/4-Bブロックはグラウンド移動あり
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