
【参考：試合結果】 

 

 <菅平ミニラグビーフェスティバル> 

低学年（２年生が主体） 

  麻生  ●２５－６０○ 栃木市 RS 

  麻生  ○７５－２０● 常総Jｒ．RS 

  麻生  ●２０－８５○ 江東RS 

  麻生  ○６５－３５● 大和RS 

３年生 

  麻生 B ●２０－６０○ 大和RS 

  麻生 C ●１０－４０○ 江戸川区RS 

  麻生 B ●１０－４０○ 京都プログレ RS 

  麻生 C ● ０－５５○ 布施RS 

  麻生A ●２０－３０○ 宇都宮 RS 

  麻生A ○５５－ ０● 都留RS 

４年生 

  麻生  ○５５－０● 常総 Jr．RS 

  麻生  ○６５－０● 長野市 RS 

５年生 

  麻生赤 ○２５－１０● 流経ドラゴンズ U1２ 

  麻生紺 ○２５－１５● 高崎 RS 

  麻生赤 ○３５－２５● 京都プログレ RS 

  麻生紺 ○２５－２０● 宇都宮 RS 

６年生 

  麻生  ● ０－３０○ 布施RS 

  麻生  ○５５－ ５● 布施RS 

 <RS 内 学年対抗戦> 

中学年対抗戦 

  ３年生A ●０－１５○ ４年生 

  ３年生B ●０－３０○ ４年生 

  ３年生C ●０－３０○ ４年生 

高学年対抗戦 

  ５年生赤 ●０－１５○ ６年生 

  ５年生紺 ●５－１５○ ６年生 

６年生 vs コーチ・父母 

  ６年生  ●５－１０○ コーチ・父母（トライ/加賀・小作ママ） 

コーチ紅白戦 

  赤（三浦組） ○５－０● 白（牧野組） 



2011年神奈川県ラグビースクール県大会結果

10/10 10/16 10/23
ＤブロックＤブロックＤブロックＤブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ 藤沢Ｂ藤沢Ｂ藤沢Ｂ藤沢Ｂ 大和大和大和大和

６年６年６年６年 1-2 7●70 0●63 47○41

11/3 10/30 10/10 10/23
AブロックAブロックAブロックAブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 横須賀Ａ横須賀Ａ横須賀Ａ横須賀Ａ 川崎Ａ川崎Ａ川崎Ａ川崎Ａ グリーングリーングリーングリーン 横浜Ａ横浜Ａ横浜Ａ横浜Ａ

５年Ａ５年Ａ５年Ａ５年Ａ 2-2 7●33 70○7 26○14 14●75

10/10 10/23 11/3 10/30
BブロックBブロックBブロックBブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 田園Ａ田園Ａ田園Ａ田園Ａ 横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ 横須賀Ｂ横須賀Ｂ横須賀Ｂ横須賀Ｂ 大和Ａ大和Ａ大和Ａ大和Ａ

５年Ｂ５年Ｂ５年Ｂ５年Ｂ 2-2 14●61 35○28 77○0 14●19

10/10 11/23 11/3
EブロックEブロックEブロックEブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 茅ヶ崎Ｂ茅ヶ崎Ｂ茅ヶ崎Ｂ茅ヶ崎Ｂ 横浜Ｃ横浜Ｃ横浜Ｃ横浜Ｃ 田園Ｃ田園Ｃ田園Ｃ田園Ｃ

４年４年４年４年 2-1 73○5 35○7 21●28

10/16 10/2 10/30 11/13
CブロックCブロックCブロックCブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 鎌倉Ｃ鎌倉Ｃ鎌倉Ｃ鎌倉Ｃ 川崎Ａ川崎Ａ川崎Ａ川崎Ａ 横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ横浜Ｂ 横須賀Ｂ横須賀Ｂ横須賀Ｂ横須賀Ｂ

３年Ａ３年Ａ３年Ａ３年Ａ 3-1 84○0 45○20 14●35 77○0

11/13 11/6 10/10 10/30
DブロックDブロックDブロックDブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 海老名海老名海老名海老名 大和Ｂ大和Ｂ大和Ｂ大和Ｂ 藤沢Ｂ藤沢Ｂ藤沢Ｂ藤沢Ｂ 横浜Ｃ横浜Ｃ横浜Ｃ横浜Ｃ

３年Ｂ３年Ｂ３年Ｂ３年Ｂ 3-1 28○20 42○28 52○0 22●29

10/2 10/30 11/13
GブロックGブロックGブロックGブロック 勝敗勝敗勝敗勝敗 横浜Ｆ横浜Ｆ横浜Ｆ横浜Ｆ 田園Ｃ田園Ｃ田園Ｃ田園Ｃ 横須賀Ｄ横須賀Ｄ横須賀Ｄ横須賀Ｄ

３年Ｃ３年Ｃ３年Ｃ３年Ｃ 3-0 84○0 25○19 51○17
優勝

大和キンダーカップ:幼稚園　１１／６
 　　麻生 ●  0-20○ 横浜A
　　 麻生 ●10-20○ 相模原A 

ミルキー交流大会 海老名陸上競技場　１１／２３
<幼稚園年中>
     麻生 ○55-20● 鎌倉A 

<幼稚園年長>
     麻生A  ○35-20● 横須賀B 
     麻生B  ○50-15● 横浜C 

<1年生>
     麻生A  ●35-55○ 鎌倉A 
     麻生B  ○45-15● 横浜D

<2年生>
     麻生A  ●10-40○ 田園B 
     麻生B  ●10-20○ 横浜C 
     麻生AB  ●5-55○ 横須賀E      



１／８ 藤沢 交流戦 
 

１／２９ 多摩 交流戦 

   
・幼稚園・年中 

 
・幼稚園 

      麻生 ○60-30● 藤沢 
 

        麻生 ●15-45○ 多摩 

  
        麻生 ○25-20● 多摩 

・幼稚園・年長 
  

      麻生 ●30-40○ 藤沢 
 

・幼稚園・年長 

      麻生 ○15-05●  
 

        麻生 ○20-10● 多摩幼稚園 

  
        麻生 ●15-35○ 多摩 1 年生 

・1 年生 
 

        麻生 ○45-20● 多摩幼稚園 

      麻生 A ●20-40○ 藤沢 
  

      麻生 B ●30-35○ 藤沢 
 

・1 年生 

      麻生 C ○40-25● 藤沢 
 

        麻生 ●  0-80○ 多摩 2 年生 

  
        麻生 ●15-50○ 多摩 2 年生 

・ 2 年生 
 

        麻生 ●  0-85○ 多摩 2 年生 

      麻生 A ○40-10● 藤沢 
 

        麻生 ●20-35○ 多摩 1 年生 

      麻生 B △30-30△ 藤沢 
 

        麻生 ○35-  5● 多摩 1 年生 

      麻生 C ●35-50○ 藤沢 
  

  
・2 年生 

・3 年生 
 

        麻生 ●0-75○ 多摩 3 年生 

      麻生 A ●0-20○ 藤沢 
 

        麻生 ●0-75○ 多摩 3 年生 

      麻生 B ○25-0● 藤沢 
 

        麻生 ●0-50○ 多摩 3 年生 

      麻生 C ○35-0○ 藤沢 
  

      麻生 ABC  ●10-15○ 藤

沢  
・3 年生 

  
        麻生A ●  0-55○ 多摩4年生主体 

・4 年生 
 

        麻生 B ●10-45○ 多摩 4 年生主体 

      麻生 ○25-  0● 藤沢 C  
 

        麻生 C ●10-50○ 多摩 4 年生主体 

      麻生 ○10-05○ 藤沢 B 
  

      麻生 ○20-10● 藤沢 A 
 

・4 年生 

      麻生 ●  0-30○ 藤沢

ABC   
        麻生 ○25-10● 多摩高学年 C  

  
        麻生 ○20-15● 多摩高学年 C  

・5 年生 
  

      麻生 A ○15-05● 藤沢 
 

・5 年生 

      麻生 B ●10-15○ 藤沢 
 

        麻生 ●05-65○ 多摩高学年 B  

   
・6 年生 

 
・6 年生 ファイナルカップ対応 

      麻生 ●0-35○ 藤沢 A  
 

        麻生 ○55-15● 多摩高学年 A  

      麻生 ●0-40○ 藤沢 B  
 

         

  
        麻生 ○65-  0● 麻生 5 年生 

   

  
［コーチ対抗戦］ 

  
        麻生 ○7-5● 多摩 

 

 

   
 

  



３／４ 田園「設立 20 周年記念交流大会」

同日 グリーン交流戦 

 
■グリーン RS 交流大会  

 
・幼稚園:年中年少 

  麻生 ●10-55○ グリーン 

  麻生 ●10-40○ グリーン 

 
・幼稚園:年長 

  麻生 ○30-5● グリーン 

  麻生 ○50-0● グリーン 

 
・1 年生 

  麻生 B  ●15-25○ グリーン 

  麻生 A  ○40-15● グリーン 

 
・2 年生 

  麻生 ●5-65○ グリーン 

 
■田園 RS 20 周年記念試合 

 
・3 年生 

  麻生 B  ○50-  5● 田園 B 

  麻生 C  △15-15△ 相模湖 B 

  麻生 A  ○25-10● 田園 D  

 
・4 年生 

  麻生 ●0-15○ 田園 A  

 
・5 年生 

  麻生 B ●  0-30○ 相模原 B 

  麻生 A ●10-45○ 田園 C  

 
・6 年生 

  麻生 ○35-5● 田園 A 
 

 

  
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
  


