
　　　　　　　　　　　　　　　第１６回　中四国ジュニアラグビー大会　トーナメント大会　組合わせ

　　　　　　　　【９月１日・試合開始時間】　１５分前後半、ハーフタイム５分

Aブロック　 (多目的G) Bブロック　（多目的G)

徳　島　 高　知　 鯉城福山 　順　位 鯉城福山 U15山口 香川県選抜 　順　位
スクール ジュニア 　　合同B 合同A 　　県選抜

徳　島　 　　① 　　　③ 鯉城福山 　　④ 　　②
スクール   10:00 　　11：20 合同A 　14：00 　10：40
高　知　 　　① 　　　⑤ U１５山口 　　④ 　　⑥
ジュニア   10:00   　14：40 　　県選抜   14：00 　15：20
鯉城福山 　　③ 　　⑤ 香川県選抜 　　② 　　⑥
　　合同B 　11：20   14：40 　10：40   15：20

Cブロック　（補助G) Dブロック　（補助G)

四国中央市 岡　山　 城　西　中 　順　位
合同チーム スクール 　　　　　　　　　⑦　　⑤

四国中央市 　　④ 　　　① 　14：40
合同チーム 　14：００ 　　10：00
岡　山　 　　④ 　　　⑥
スクール 　14：00 　　15：20 　　　　　　③ 　　　　　　②
城　西　中 　　① 　　⑥ 　　　　　11：20 　　　　　10：40

　10：00 　15：20
                                                                                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北条北中　　　　　　　　鳥取県選抜　　崇徳中　　　　　　　　　宇摩B　　　　愛媛Ｊｒ

　　　　　　　　　　⑥　　　⑦
　　16：00

＊数字は試合の順番を表す。

           

（多目的G）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(補助G）　
　（レフリー） 　　　　（レフリー）

　　　　　① 第１試合 10:00 　徳島スクール　対　高知ジュニア 　江藤、永井 ①第1試合 10:00 　城西中学　　 対　　四国中央市合同　　　　田辺

　　　　　② 第2試合 10:40 　 鯉城福山合同Ａ 　対　香川県選抜　　　  野村 ②第2試合 10:40 　崇徳中学　　 対　　愛媛Ｊｒ　　　　　　　　　鬼塚・武田

　　　　　③ 第3試合 11:20 　徳島スクール　対　鯉城福山合同Ｂ　　　  山下 ③第3試合　 11:20 　北条北中学  対　　鳥取県選抜　　　　　 　　　藤田
　

　　　　　④　 第4試合 14:00 　鯉城福山合同Ａ　　対　Ｕ１５山口県選抜　 土井 ④第4試合 14:00 　岡山スクール  対　　四国中央市合同　　　安居・松本

　　　　　⑤ 第5試合 14:40 　 鯉城福山合同Ｂ   対　高知ジュニア　　　　 三木 ⑤第5試合 14:40 　③勝者　　　　対　　②勝者　　 　　　　　　藤田

　　　　　⑥ 第6試合 15:20 　香川県選抜　　対　Ｕ１５山口県選抜　江藤・永井 ⑥第6試合 15:20 　城西中学　　 対　　岡山スクール　　　　　　グレン

⑦第7試合　　　16：00　 ③敗者　　　 対　　②敗者             藤田

　　　（レフリー） 　　多目的G　　　　　　　　　     補助G

　　第１試合 江藤・永井 　　　　　田辺

　　第２試合 　　野村 　　　　鬼塚・武田

　　第３試合 　　山下 　　　　　藤田

　　第４試合 　　土井 　　　　安居・松本

　　第５試合 　　三木 　　　　　藤田

　　第６試合 　江藤・永井 　　　　　グレン

　　第７試合 　　　　　藤田



【９月２日　・　試合開始時間】　１５分前後半　ハーフタイム５分

多目的G　　　１位グループトーナメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助G　　３位トーナメント多目的G　　３位グループトーナメント
(カップ） （ボウル）

　　　　　　 ⑦第7試合 　　　　　　　⑧第６試合
　　　　　　　１２：３０（多目的Ｇ） 　　　　　　　１１：５０（多目的Ｇ）

　　　　①第1試合 　　　　②第2試合 　　　③第3試合 　　　④第4試合
　　　　　　８：３０ 　　　　　　９：１０ 　　　　　９：５０ 　　　　　１０：３０
　　　　（多目的Ｇ） 　　　　　（多目的Ｇ） 　　　　（多目的Ｇ） 　　　　（多目的Ｇ）

　　　　　　A１位　　　　　　　　　　C１位　　　　B１位　　　　　　　　　　　D１位 　　　　　A３位　　　　　　　　　　　C３位　　　　B３位　　　　　　　　　　　D３位           D4位

　　　　　　　⑤第5試合 　　　　　　　⑥第6試合
　　　　　　　　１１：１０（補助Ｇ） 　　　　　　　　１１：５０（補助Ｇ）

　　　　　　補助G　　　２位グループトーナメント
（プレート）

　　　　 　⑬第5試合
　　　　　　　１１：１０（多目的Ｇ）

　　　　⑪第3試合         ⑩第２試合
　　　　　　９：５０ 　　　　　　９：１０
　　　　　（補助Ｇ） 　　　　　（補助Ｇ）

　　　　⑨第1試合
　　　　　　８：３０
　　　　　（補助Ｇ）

　　　　　A２位　　　　　　　　　　　D３位　　　C２位　　　　D２位　　　　　　　　　　　B２位

　　　　　　⑫第4試合
　　　　　　　　１０：３０

（補助Ｇ）

　　　　　　　⑭第７試合
　　　　　　　　　　　　　１２：３０　１２：３０　（補助Ｇ）

             （多目的G） （補助G）
　　　　ＲＦ 　　　ＲＦ

　　　　　① 第１試合　　　　８：３０　　　8:30 　Ａブロック１位　　対　　Ｃブロック１位　　西村 　　　　　⑨ 第１試合 8:30 　Ａブロック２位　　対　　Ｄブロック３位　藤田

　　　　　② 第２試合 9:10 　Ｂブロック１位　　対　　Ｄブロック１位 　　　　　⑩ 第２試合 9:10 　Ｄブロック２位　　対　　Ｂブロック２位

　　　　　③ 第３試合 9:50 　Ａブロック３位　　対　　Ｃブロック３位 　　　　　⑪ 第３試合 9:50 　　　　　⑨勝者　  対　　Ｃブロック２位

　　　　　④ 第４試合 10:30 　Ｂブロック3位　　対　　Ｄブロック４位　 　　　　　⑫ 第4試合 10:30 　　　　　⑪敗者　  対　　⑩敗者

　　　　　⑬ 第５試合 11:10 　プレート決勝　⑪勝者　　対　　⑩勝者 　　　　　⑤ 第５試合 11:10 　　　　　①敗者　  対　　②敗者

　　　　　⑧ 第６試合 11:50 　ボウル決勝　　③勝者　  対　　④勝者 　　　　　⑥ 第６試合 11:50 　　　　　③敗者　  対　　④敗者

　　　　　⑦　 第７試合 12:30 　カップ決勝　 ①勝者　  対　　②勝者 　　　　　⑭ 第7試合 12:30 　　　　　⑨敗者　　対　　⑫勝者

＊レフリーは両会場とも勝ちあがりチームが次の試合のレフリーをお願いします。



　　　　　　　　　　　　　　　　1年生　ジャンボリー大会

【9月1日　試合開始時間】　10分ストレート

（多目的Ｇ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助Ｇ）Ａブロック （補助Ｇ） Ｂブロック

　　　　　　　　　④④第4試合 　　　　　　　　　④④第4試合
　　　　　　　１６：５０　１６：５０ 　　　　　　　１７：３０　１７：３０

　　　　①第1試合 　　　　②第2試合 　　　　①第1試合 　　　　②第2試合
　　　　１６：００ 　　　　１６：１５ 　　　　　１６：４０ 　　　　　１６：５５

　　　　　　　　　　　城西中学　　　　　　高知ジュニア　徳島スクール　　　岡山スクール　鯉城・福山合同　　　愛媛･宇摩ジュニア　北条北中学　　　　 香川県選抜

　　　　　　　　　　③③第3試合 　　　　　　　　　　③③第3試合
　　　　　　　　１６：３５ 　　　　　　　　１７：１５　１７：１５

【9月2日　試合開始時間】　10分ストレート

（多目的Ｇ） （補助Ｇ）

　　　　　　　④第4試合 　　　　　　　④第4試合
　　　　　　　　１３：５５ 　　　　　　　　１３：５５

　　　①第1試合 　　　　②第2試合 　　　　①第1試合 　　　　②第2試合
　　　　１３：１０ 　　　　　１３：２５ 　　　　　１３：１０ 　　　　　１３：２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ1位 　　　　　Ｂ２位　　　　Ａ2位　　　　　　　　　　　Ｂ1位 Ａ3位　　　　　　　　　Ｂ4位　　　　Ａ4位　　　　　　　　　　　Ｂ3位

　　　　　　　③第3試合 　　　　　　　　③第3試合
　　　　　　　　１３：４０ 　　　　　　　　　１３：４０

9月1日
　　　　　　　（多目的Ｇ） （補助Ｇ）

　　（レフリー） 　　　　（レフリー）

　　　　　① 第1試合 16:00 　城西中学　　対　　高知ジュニア　　　　 ①第1試合　 16:40 　鯉城・福山合同　　対　　愛媛･宇摩ジュニア

　　　　　② 第2試合 16:15 　徳島スクール  対　  岡山スクール ②第2試合 16:55 　北条北中学　　対　　香川県選抜

　　　　　③ 第3試合 16:35 　①敗者　　　　対　　②敗者 ③第3試合 17:15 　①敗者　　　　　対　　②敗者　

　　　　　④ 第4試合 16:50 　①勝者　　　　対　　②勝者 ④第4試合　  　17:30   ①勝者　　　　　対　　②勝者

9月2日
(多目的Ｇ） （補助Ｇ）

　　　　　①　 第1試合 13:10 　Ａ1位　　　　　対　　　Ｂ2位 ①第1試合　　 13:10 　Ａ３位　　　　　　対　　　Ｂ4位

　　　　　② 第2試合 13:25 　Ａ２位　　　　  対　 　 Ｂ１位 ②第２試合　　　13:25 　Ａ４位　　　　　　対　　　Ｂ３位

　　　　　③ 第3試合 13:40 　①敗者　　　　対　　　②敗者 ③第3試合　　　13:40 　①敗者　　　　　対　　　②敗者

　　　　　④ 第４試合 　　  13:55 　決勝戦 ④第4試合　　　　13:55 　3位決定戦

                第5試合 14:15 　女子交流試合　（１０人制） 競技終了

14:40 　閉会式





　Ａブロック２位　　対　　Ｄブロック３位　藤田


