

9：00

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 星宮 ラスト星宮 vs 熊谷東 ヒヨコクラブ 9:00 1 C 大麻生 麻小ファイティン vs 妻沼南 トマト男爵

9:15 2 B 男沼 男沼ファースト vs 熊谷西 西小ブルースカイ 9:15 2 D 吉見　 Victorys vs 籠原 籠熊魂

9:30 3 I 別府 別府KINGS vs 玉井 玉井　56 9:30 3 C 石原 チームいちのせ vs 市田 市田バナナ軍団

9:45 4 A 佐谷田 オアタオスシ vs 男沼 男沼ファイター 9:45 4 I 奈良 奈良グビーズ6 vs 大幡 ハルーポッター

10:00 5 B 大麻生 麻小ファイナル vs 妻沼南 いっちーず 10:00 5 D 吉岡 吉岡侍 vs 中条 中条仲良し

10:15 6 A 男沼 男沼ファイター vs 星宮 ラスト星宮 10:15 6 C 市田 市田バナナ軍団 vs 大麻生 麻小ファイティン

10:30 7 B 男沼 男沼ファースト vs 大麻生 麻小ファイナル 10:30 7 I 玉井 玉井　56 vs 奈良 奈良グビーズ6

10:45 8 I 別府 別府KINGS vs 熊谷南 熊谷南A 10:45 8 D 吉見　 Victorys vs 吉岡 吉岡侍

11:00 9 A 熊谷東 ヒヨコクラブ vs 佐谷田 オアタオスシ 11:00 9 C 妻沼南 トマト男爵 vs 石原 チームいちのせ

11:15 10 B 熊谷西 西小ブルースカイ vs 妻沼南 いっちーず 11:15 10 D 籠原 籠熊魂 vs 中条 中条仲良し

11:30 11 I 奈良 奈良グビーズ6 vs 別府 別府KINGS 11:30 11 C 大麻生 麻小ファイティン vs 石原 チームいちのせ

11:45 12 A 星宮 ラスト星宮 vs 佐谷田 オアタオスシ 11:45 12 D 吉岡 吉岡侍 vs 籠原 籠熊魂

12:00 13 B 大麻生 麻小ファイナル vs 熊谷西 西小ブルースカイ 12:00 13 I 大幡 ハルーポッター vs 玉井 玉井　56

12:15 14 A 熊谷東 ヒヨコクラブ vs 男沼 男沼ファイター 12:15 14 C 妻沼南 トマト男爵 vs 市田 市田バナナ軍団

12:30 15 B 男沼 男沼ファースト vs 妻沼南 いっちーず 12:30 15 D 中条 中条仲良し vs 吉見　 Victorys

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 E 籠原 籠キング vs 江南南 ちぃむチーター 9:00 1 I 熊谷南 熊谷南A vs 大幡 ハルーポッター

9:15 2 F 江南南 チーム電光石火 vs 江南北 北小フレンド9 9:15 2 G 長井 長井坂46 vs 桜木 ラッキーセブン

9:30 3 E 江南北 マメーズ vs 成田 NSF 9:30 3 H 長井 長井櫻48 vs 太田 レッツトライ6

9:45 4 F 妻沼 大砲 vs 秦 ハターズ 9:45 4 G 別府 別府ウィンズ vs 三尻 MSRワールドフライ

10:00 5 I 熊谷南 熊谷南A vs 玉井 玉井　56 10:00 5 H 三尻 卍’S vs 大幡　 五右衛門ズ

10:15 6 E 江南南 ちぃむチーター vs 江南北 マメーズ 10:15 6 G 長井 長井坂46 vs 別府 別府ウィンズ

10:30 7 F 江南北 北小フレンド9 vs 妻沼 大砲 10:30 7 H 太田 レッツトライ6 vs 三尻 卍’S

10:45 8 E 成田 NSF vs 籠原 籠キング 10:45 8 G 桜木 ラッキーセブン vs 三尻 MSRワールドフライ

11:00 9 I 大幡 ハルーポッター vs 別府 別府KINGS 11:00 9 H 長井 長井櫻48 vs 大幡　 五右衛門ズ

11:15 10 F 秦 ハターズ vs 江南南 チーム電光石火 11:15 10 G 別府 別府ウィンズ vs 桜木 ラッキーセブン

11:30 11 E 籠原 籠キング vs 江南北 マメーズ 11:30 11 H 三尻 卍’S vs 長井 長井櫻48

11:45 12 F 江南南 チーム電光石火 vs 妻沼 大砲 11:45 12 G 三尻 MSRワールドフライ vs 長井 長井坂46

12:00 13 E 江南南 ちぃむチーター vs 成田 NSF 12:00 13 I 奈良 奈良グビーズ6 vs 熊谷南 熊谷南A

12:15 14 F 江南北 北小フレンド9 vs 秦 ハターズ 12:15 14 H 大幡　 五右衛門ズ vs 太田 レッツトライ6

ラグビーワールドカップ開催記念
第3回熊谷市スポレクフェスティバルタグラグビー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　メイングラウンド  【6年生】
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9：00

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 4A 男沼 おぬまンズ vs 妻沼南 ウインナー 9:00 1 4C 桜木 トライ桜木 vs 三尻 MSR

9:15 2 5D 三尻 みしりスターズ vs 妻沼 アベンジャーズ 9:15 2 5A 熊谷東 全力トライ東組 vs 佐谷田 しろせきたかと

9:30 3 4B 妻沼 NEXT妻沼 vs 江南北 江南北スマイル 9:30 3 5D 久下 久下っこ10 vs 長井 怪盗せんべい

9:45 4 4A 熊谷南 熊谷南C vs 中条 中条ヨコズナ軍 9:45 4 4C 別府 別府ファイヤー vs 石原 イシワイルド

10:00 5 4B 長井 羽ばたけ長井 vs 大幡 さむらいジャパン 10:00 5 5A 男沼 Ｉラブ タグラグ vs 成田 成田TRS

10:15 6 4A 男沼 おぬまンズ vs 熊谷南 熊谷南C 10:15 6 4C 桜木 トライ桜木 vs 別府 別府ファイヤー

10:30 7 4B 妻沼 NEXT妻沼 vs 長井 羽ばたけ長井 10:30 7 5A 熊谷東 全力トライ東組 vs 男沼 Ｉラブ タグラグ

10:45 8 4A 妻沼南 ウインナー vs 中条 中条ヨコズナ軍 10:45 8 5D 妻沼 アベンジャーズ vs 長井 怪盗せんべい

11:00 9 4B 江南北 江南北スマイル vs 大幡 さむらいジャパン 11:00 9 4C 三尻 MSR vs 石原 イシワイルド

11:15 10 5D 長井 怪盗せんべい vs 三尻 みしりスターズ 11:15 10 5A 佐谷田 しろせきたかと vs 成田 成田TRS

11:30 11 4A 熊谷南 熊谷南C vs 妻沼南 ウインナー 11:30 11 4C 石原 イシワイルド vs 桜木 トライ桜木

11:45 12 4B 長井 羽ばたけ長井 vs 江南北 江南北スマイル 11:45 12 5A 成田 成田TRS vs 熊谷東 全力トライ東組

12:00 13 4A 中条 中条ヨコズナ軍 vs 男沼 おぬまンズ 12:00 13 4C 別府 別府ファイヤー vs 三尻 MSR

12:15 14 4B 大幡 さむらいジャパン vs 妻沼 NEXT妻沼 12:15 14 5A 男沼 Ｉラブ タグラグ vs 佐谷田 しろせきたかと

※　5-Dブロックはコート移動あり ※　5-Dブロックはコート移動あり

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 5B 熊谷東 必勝東組 vs 新堀 元気五年一組 9:00 1 5E 奈良 奈良グビーズ5 vs 熊谷南 熊谷南B

9:15 2 5C 市田 市田ゴンザレス vs 吉岡 the 吉岡 9:15 2 5E 別府 別府ヤンキーズ vs 大幡 大幡ハタローズ

9:30 3 5B 大麻生 大麻生チーターズ vs 太田 スケルトンズ 9:30 3 5F 奈良 奈良グビーズ5 vs 桜木 ドラえもんズ

9:45 4 5C 中条 中条タグガッツ vs 石原 石原タグラグ 9:45 4 5F 熊谷南 熊谷南B vs 秦 チーム秦っ子

10:00 5 5D 三尻 みしりスターズ vs 久下 久下っ子10 10:00 5 5E 別府 別府ヤンキーズ vs 奈良 奈良グビーズ5

10:15 6 5B 熊谷東 必勝東組 vs 大麻生 大麻生チーターズ 10:15 6 5F 桜木 ドラえもんズ vs 妻沼南 みなみっこ

10:30 7 5C 市田 市田ゴンザレス vs 中条 中条タグガッツ 10:30 7 5E 大幡 大幡ハタローズ vs 熊谷南 熊谷南B

10:45 8 5B 新堀 元気五年一組 vs 太田 スケルトンズ 10:45 8 5F 秦 チーム秦っ子 vs 妻沼南 みなみっこ

11:00 9 5C 吉岡 the 吉岡 vs 石原 石原タグラグ 11:00 9 5E 奈良 奈良グビーズ5 vs 大幡 大幡ハタローズ

11:15 10 5B 太田 スケルトンズ vs 熊谷東 必勝東組 11:15 10 5F 秦 チーム秦っ子 vs 桜木 ドラえもんズ

11:30 11 5C 石原 石原タグラグ vs 市田 市田ゴンザレス 11:30 11 5D 妻沼 アベンジャーズ vs 久下 久下っ子10

11:45 12 5B 新堀 元気五年一組 vs 大麻生 大麻生チーターズ 11:45 12 5E 別府 別府ヤンキーズ vs 熊谷南 熊谷南B

12:00 13 5C 中条 中条タグガッツ vs 吉岡 the 吉岡 12:00 13 5F 妻沼南 みなみっこ vs 奈良 奈良グビーズ5

※　5-Dブロックはコート移動あり ※　5-Dブロックはコート移動あり

ラグビーワールドカップ開催記念
第3回熊谷市スポレクフェスティバルタグラグビー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　サブグラウンド  【4・5年生】
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