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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 5-A 熊谷西 エンジョイ西小 vs 佐谷田　 佐谷田smile５ 8:50 1 5-C 江南南 チーム江南南 vs 江南北 江南北さくら５

9:02 2 4-C 別府 別府卍ファイヤ vs 桜木 ワンチーム桜木 9:02 2 5-D 江南北 江南北チーズ５ vs 市田 市田バナナ軍団

9:14 3 5-B 熊谷南 熊谷南B vs 別府 別府クリスタル 9:14 3 5-C 星宮 クッキーマン vs 籠原 籠原スポーツマンZ

9:26 4 5-A 吉岡 吉岡ビクトリーズ vs 秦 秦小フロンターレ 9:26 4 5-D 佐谷田 佐谷田トライ６ vs 大麻生 麻小５

9:38 5 4-C 妻沼南 ファイト vs 長井 長井の勇者たち 9:38 5 5-C 江南南 チーム江南南 vs 星宮 クッキーマン

9:50 6 5-B 妻沼 全力めぬま vs 桜木 ライトニング桜 9:50 6 5-D 江南北 江南北チーズ５ vs 佐谷田 佐谷田トライ６

10:02 7 4-C 別府 別府卍ファイヤ vs 妻沼南 ファイト 10:02 7 5-C 江南北 江南北さくら５ vs 籠原 籠原スポーツマンZ

10:14 8 5-A 熊谷西 エンジョイ西小 vs 吉岡 吉岡ビクトリーズ 10:14 8 5-D 市田 市田バナナ軍団 vs 大麻生 麻小５

10:35 9 5-B 熊谷南 熊谷南B vs 妻沼 全力めぬま 10:35 9 4-C 桜木 ワンチーム桜木 vs 長井 長井の勇者たち

10:47 10 5-A 佐谷田　 佐谷田smile５ vs 秦 秦小フロンターレ 10:47 10 5-C 江南南 チーム江南南 vs 籠原 籠原スポーツマンZ

10:59 11 5-B 別府 別府クリスタル vs 桜木 ライトニング桜 10:59 11 4-C 別府 別府卍ファイヤ vs 長井 長井の勇者たち

11:11 12 5-A 熊谷西 エンジョイ西小 vs 秦 秦小フロンターレ 11:11 12 5-D 江南北 江南北チーズ５ vs 大麻生 麻小５

11:23 13 5-B 熊谷南 熊谷南B vs 桜木 ライトニング桜 11:23 13 4-C 桜木 ワンチーム桜木 vs 妻沼南 ファイト

11:35 14 5-A 佐谷田　 佐谷田smile５ vs 吉岡 吉岡ビクトリーズ 11:35 14 5-C 江南北 江南北さくら５ vs 星宮 クッキーマン

11:47 15 5-B 別府 別府クリスタル vs 妻沼 全力めぬま 11:47 15 5-D 市田 市田バナナ軍団 vs 佐谷田 佐谷田トライ６

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 5-I 三尻 KSR 1 Team vs 妻沼南 トマトマリオ 8:50 1 5-G 大幡 大幡ボーイズ vs 奈良 奈良グビーズ５

9:02 2 5-E 玉井 玉井BIG５ vs 別府 別府スターズ 9:02 2 5-H 太田 レッツトライ５ vs 江南南 ちいむだんご虫

9:14 3 5-F 中条 中条ファイター vs 市田 市田ちょこばなな 9:14 3 5-G 吉見 吉見ファイター vs 長井 ピスタチオンズ

9:26 4 5-I 熊谷東 ヒヨコクラブ vs 熊谷西 エンジョイ西小 9:26 4 5-H 江南北 江南北ムーン５ vs 佐谷田 佐谷田smile5

9:38 5 5-E 吉見 よしピョンズ vs 長井 Ginger 9:38 5 5-G 大幡 大幡ボーイズ vs 吉見 吉見ファイター

9:50 6 5-F 妻沼南 マヨISタラオ vs 大麻生 チーム５ 9:50 6 5-H 太田 レッツトライ５ vs 江南北 江南北ムーン５

10:02 7 5-I 三尻 KSR 1 Team vs 熊谷東 ヒヨコクラブ 10:02 7 5-G 奈良 奈良グビーズ５ vs 長井 ピスタチオンズ

10:14 8 5-E 玉井 玉井BIG５ vs 吉見 よしピョンズ 10:14 8 5-H 江南南 ちいむだんご虫 vs 大幡 大幡ボーイズ

10:35 9 5-F 中条 中条ファイター vs 妻沼南 マヨISタラオ 10:35 9 5-I 妻沼南 トマトマリオ vs 大麻生 チーム５

10:47 10 5-E 別府 別府スターズ vs 長井 Ginger 10:47 10 5-G 大幡 大幡ボーイズ vs 長井 ピスタチオンズ

10:59 11 5-F 市田 市田ちょこばなな vs 大麻生 チーム５ 10:59 11 5-H 太田 レッツトライ５ vs 熊谷南 熊谷南B

11:11 12 5-E 玉井 玉井BIG５ vs 長井 Ginger 11:11 12 5-G 奈良 奈良グビーズ５ vs 吉見 吉見ファイター

11:23 13 5-F 中条 中条ファイター vs 大麻生 チーム５ 11:23 13 5-H 江南南 ちいむだんご虫 vs 江南北 江南北ムーン５

11:35 14 5-E 別府 別府スターズ vs 吉見 よしピョンズ 11:35 14 5-I 妻沼南 トマトマリオ vs 熊谷東 ヒヨコクラブ

11:47 15 5-F 市田 市田ちょこばなな vs 妻沼南 マヨISタラオ 11:47 15 5-I 三尻 KSR 1 Team vs 玉井 玉井BIG5

※5-Iブロックはグラウンド移動あり
※エキシビジョン　試合NO．４

※5-Iブロックはグラウンド移動あり
※エキシビジョン　試合NO．４・８・９・１１・１５

時刻
試
合
No

ブ
ロ

ッ
ク

グラウンド　③　（　5-E・5-F・5-I　ブロック　）　
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グラウンド　④　（　5-G・5-H・5-I　ブロック　）　

スコア スコア

休憩 休憩

※4-Cブロックはグラウンド移動あり ※4-Cブロックはグラウンド移動あり

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サブ競技場 【5年生/4年生】
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グラウンド　①　（　5-A・5-B・4-C ブロック　　）　
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グラウンド　②　（　5-C・5-D・4-C　ブロック　）　

スコア スコア

休憩 休憩
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