
第１０回高知県ラグビーフェスティバル　 　　 H２０年4月2７日
　

タッチラグビーの部

Aコート Bコート
Aブロック Bブロック

C.O(A) 土佐塾Ａ 高知中央Ａ 西南クラブ 順位 C.O（B) 高知中央（Ｂ）土佐塾Jr（A) DO素人

C.O(A) A B Ｃ C.O(B) A B Ｃ
土佐塾Ａ A Ｅ Ｄ 高知中央（Ｂ）A Ｅ Ｄ
高知中央Ａ B Ｅ Ｆ 土佐塾Jr（A) B Ｅ Ｆ
西南クラブ C Ｄ Ｆ DO素人 Ｃ Ｄ Ｆ

Cブロック Dブロック
FUN(A） 安芸桜ヶ丘 高知工業 土佐塾Ｊｒ（Ｂ) 順位 FUN(B) 高知農業 高知ＲＳ　Ｊｒ 土佐塾B

FUN(A) Ｇ Ｈ Ｉ FUN(B) Ｇ Ｈ Ｉ
安芸桜ヶ丘 Ｇ Ｋ Ｊ 高知農業 Ｇ Ｋ Ｊ
高知工業 Ｈ Ｋ Ｌ 高知ＲＳ　Ｊｒ Ｈ Ｋ Ｌ
土佐塾Ｊｒ（Ｂ） Ｉ Ｊ Ｌ 土佐塾B Ｉ Ｊ Ｌ

予選リーグ7分ストレート、入れ替え3分 各ブロック上位2チームが決勝トーナメント進出

予選リーグ 予選リーグ
（Aコート） （Bコート）
第1試合 １０：３０～ （Ｄ） 第1試合 １０：３０～ （Ｅ）
レフリー C.O（A) 西南クラブ　　VS 土佐塾（A) レフリー C.O(B) 土佐塾Jr（A) 　　VS 高知中央（B)

第2試合 １０：４０～ （Ｈ） 第2試合 １０：４０～ （Ｊ）
レフリー 安芸桜ヶ丘 FUN（A） 　　VS 高知工業 レフリー FUN(B) 高知農業 　　VS 土佐塾B

第3試合 10：５０～ （Ｂ） 第3試合 10：５０～ （Ｈ）
レフリー 西南クラブ高知中央（A) 　　VS C.O（A) レフリー 土佐塾B FUN(B) 　　VS 高知RS　Jr

第4試合 １１：００～ （Ｊ） 第4試合 １１：００～ （Ａ）
レフリー FUN(A) 安芸桜ヶ丘 　　VS 土佐塾Jr(B) レフリー 土佐塾Jr（A) C.O(B) 　　VS 高知中央（B)

第5試合 １１：１０～ （Ｆ） 第5試合 １１：１０～ （Ｉ）
レフリー 土佐塾（A) 西南クラブ　　VS 高知中央（A) レフリー 高知農業 FUN(B) 　　VS 土佐塾B

第6試合 １１：２０～ （Ｉ） 第6試合 １１：２０～ （Ｂ）
レフリー 高知工業 FUN(A) 　　VS 土佐塾Jr（B) レフリー 高知中央（B) C.O(B) 　　VS 土佐塾Jr(A)

第7試合 １１：３０～ （Ａ） 第7試合 １１：３０～ （Ｋ）
レフリー 西南クラブC.O（A) 　　ＶＳ 土佐塾（A) レフリー FUN(B) 高知農業 　　VS 高知RS Jr

第8試合 １１：４０～ （Ｋ） 第8試合 １１：４０～ （Ｄ）
レフリー FUN(A) 安芸桜ヶ丘 　　ＶＳ 高知工業 レフリー C.O(B) DO素人 　　VS 高知中央（B)

第9試合 １１：５０～ （Ｅ） 第9試合 １１：５０～ （Ｌ）
レフリー C.O(A) 高知中央（A) 　　ＶＳ 土佐塾（A) レフリー 高知農業 高知RS Jr 　　VS 土佐塾B

第10試合 １２：００～ （Ｇ） 第10試合 １２：００～ （Ｆ）
レフリー 高知工業 FUN(A) 　　ＶＳ 安芸桜ヶ丘 レフリー 高知中央（B) DO素人 　　VS 土佐塾Jr(A)

第11試合 １２：１０～ （Ｃ） 第11試合 １２：１０～ （Ｇ）
レフリー 高知中央（A) C.O(A) 　　ＶＳ 西南クラブ レフリー 高知RS　Jr FUN（B) 　　VS 高知農業

第12試合 １２：２０～ （Ｌ） 第12試合 １２：２０～ （Ｃ）
レフリー 安芸桜ヶ丘 高知工業 　　ＶＳ 土佐塾Jｒ（B) レフリー 土佐塾Jr（A) C.O(B) 　　VS DO素人

時間調整 決勝トーナメント開始時間１２：４５～



決勝トーナメント　１０分ストレート、入れ替え５分

決勝トーナメント １位グループ　Aコート 決勝トーナメント

第1試合 １２：４５～ カップ１回戦 第1試合 １２：４５～ プレート１回戦
レフリー Aブロック 　　VS Ｃブロック レフリー Aブロック 　　VS Ｃブロック

第2試合 １３：００～ カップ１回戦 第2試合 １３：００～ プレート１回戦
レフリー Bブロック 　　VS Dブロック レフリー Bブロック 　　VS Ｄブロック

第４試合 １３：３５～ カップトーナメント決勝 第３試合 １３：２０～ プレートトーナメント決勝
レフリー 　　VS レフリー 　　VS

＊中学生、Jrチームは予め2点入れる。
＊女性、40歳以上の選手は1点、但し交代は女性は女性、40歳以上の場合は40歳以上で交代とする。
＊得点は主審以外にチームからスコア係りを出して下さい。試合終了後確認の上、本部に提出。
＊高校生の顧問はチーム内に限り出場を認めます。但しハンデはなし。

決勝トーナメント表

カップ ④ プレート ③

　　　① 　　　　　② 　　① 　　　②
　Ａ　　　　Ｃ　　　Ｂ　 　　Ｄ　　　 Ａ　　　　Ｃ 　Ｂ　　　　Ｄ






