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2015年2月21日（土）、22日（日）　2日間１日目：保土ヶ谷公園ラグビー場２日目：保土ヶ谷公園ラグビー場【第１日目】予選リーグAグループAグループAグループAグループ BグループBグループBグループBグループ1 23 12 3CグループCグループCグループCグループ DグループDグループDグループDグループ1 32 23 1EグループEグループEグループEグループ FグループFグループFグループFグループ

大 会 開 催 日 ：大 会 会 場 ：
AグループAグループAグループAグループ 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 川崎市川崎市川崎市川崎市 多摩多摩多摩多摩 BグループBグループBグループBグループ 麻生麻生麻生麻生 大和CC大和CC大和CC大和CC 上郷上郷上郷上郷鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 ○ ○ 麻生麻生麻生麻生 ● ○川崎市川崎市川崎市川崎市 ● ● 大和CC大和CC大和CC大和CC ○ ○●CグループCグループCグループCグループ 横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 グリーン・グリーン・グリーン・グリーン・横浜YC横浜YC横浜YC横浜YC 八千代八千代八千代八千代 DグループDグループDグループDグループ 秦野秦野秦野秦野 相模原相模原相模原相模原 日立日立日立日立多摩多摩多摩多摩 ● ○ 上郷上郷上郷上郷 ●

● ●グリーン・グリーン・グリーン・グリーン・横浜YC横浜YC横浜YC横浜YC ● ○ 相模原相模原相模原相模原 ○ ●横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 ○ ○ 秦野秦野秦野秦野 ○八千代八千代八千代八千代 ● ● 日立日立日立日立 ○

第第第第5555回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ 競技実施要項競技実施要項競技実施要項競技実施要項((((第第第第1111日目日目日目日目))))

2 11 33 2GグループGグループGグループGグループ 1342

EグループEグループEグループEグループ 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 横浜横浜横浜横浜 福島県選抜福島県選抜福島県選抜福島県選抜 FグループFグループFグループFグループ 田園田園田園田園 海老名・海老名・海老名・海老名・逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 浦和浦和浦和浦和○ ○横浜横浜横浜横浜 ○ ○ 海老名・海老名・海老名・海老名・逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 ● ●茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 ● ○ 田園田園田園田園 ○GグループGグループGグループGグループ 藤沢藤沢藤沢藤沢 厚木厚木厚木厚木 北上北上北上北上 桐生桐生桐生桐生福島県選抜福島県選抜福島県選抜福島県選抜 ● ● 浦和浦和浦和浦和 ●
藤沢藤沢藤沢藤沢 ○ ○ ○厚木厚木厚木厚木 ● ○ ●北上北上北上北上 ● ● ●桐生桐生桐生桐生 ● ○ ○



第１日目第１日目第１日目第１日目 　2015年2月21日(土）　2015年2月21日(土）　2015年2月21日(土）　2015年2月21日(土） 保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場　9：40 第１試合 10:10 ～ 10:33 予選Ｂグループ 麻生麻生麻生麻生 大和CC大和CC大和CC大和CC 予選Ｃグループ 横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 グリーン・グリーン・グリーン・グリーン・横浜YC横浜YC横浜YC横浜YCﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
7777 33333333 42424242 7777第２試合 10:37 ～ 11:00 予選Ｄグループ 秦野秦野秦野秦野 相模原相模原相模原相模原 予選Ｅグループ 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 横浜横浜横浜横浜ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
7777 40404040 7777 28282828第３試合 11:04 ～ 11:27 予選Ｆグループ 田園田園田園田園 海老名・海老名・海老名・海老名・逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 予選Ａグループ 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 川崎市川崎市川崎市川崎市ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
54545454 12121212 63636363 0000第４試合 11:31 ～ 11:54 予選Gグループ 藤沢藤沢藤沢藤沢 厚木厚木厚木厚木 予選Gグループ 北上北上北上北上 桐生桐生桐生桐生ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
40404040 21212121 0000 49494949第５試合 11:58 ～ 12:21 予選Ｂグループ 麻生麻生麻生麻生 上郷上郷上郷上郷 予選Ｃグループ 横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 八千代八千代八千代八千代ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
38383838 14141414 56565656 7777第６試合 12:25 ～ 12:48 予選Ｄグループ 秦野秦野秦野秦野 日立日立日立日立 予選Ｅグループ 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 福島県選抜福島県選抜福島県選抜福島県選抜ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
7777 54545454 38383838 7777第７試合 12:52 ～ 13:15 予選Ｆグループ 田園田園田園田園 浦和浦和浦和浦和 予選Ａグループ 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 多摩多摩多摩多摩

10:20
開会式10分-3分-10分 Ａ　面Ａ　面Ａ　面Ａ　面 Ｂ　面Ｂ　面Ｂ　面Ｂ　面9:55

10:4711:1411:4112:08

大会スケジュール（第１日目）大会スケジュール（第１日目）大会スケジュール（第１日目）大会スケジュール（第１日目）

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
68686868 0000 52525252 7777第８試合 13:19 ～ 13:42 予選Gグループ 藤沢藤沢藤沢藤沢 北上北上北上北上 予選Gグループ 厚木厚木厚木厚木 桐生桐生桐生桐生ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
54545454 7777 7777 54545454第９試合 13:46 ～ 14:09 予選Ｂグループ 大和CC大和CC大和CC大和CC 上郷上郷上郷上郷 予選Ｃグループ グリーン・グリーン・グリーン・グリーン・横浜YC横浜YC横浜YC横浜YC 八千代八千代八千代八千代ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
56565656 28282828 31313131 7777第１０試合 14:13 ～ 14:36 予選Ｄグループ 相模原相模原相模原相模原 日立日立日立日立 予選Ｅグループ 横浜横浜横浜横浜 福島県選抜福島県選抜福島県選抜福島県選抜ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
12121212 21212121 84848484 0000第１１試合 14:40 ～ 15:03 予選Ｆグループ 海老名・海老名・海老名・海老名・逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 浦和浦和浦和浦和 予選Ａグループ 川崎市川崎市川崎市川崎市 多摩多摩多摩多摩ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
21212121 28282828 0000 56565656第１２試合 15:07 ～ 15:30 予選Gグループ 藤沢藤沢藤沢藤沢 桐生桐生桐生桐生 予選Gグループ 厚木厚木厚木厚木 北上北上北上北上ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
26262626 21212121 35353535 12121212

13:2913:5614:2314:50

12:3513:02



【第２日目】決勝トーナメント ※ (1) ～ (27)の数字は「大会スケジュール第2日目の試合番号」■カップ戦トーナメント■ 大和 日立3決
■プレート戦トーナメント■ 厚木 ｸﾞﾘｰﾝYC3決優勝優勝優勝優勝 多摩多摩多摩多摩準優勝準優勝準優勝準優勝 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎3位3位3位3位 ｸﾞﾘｰﾝ・YCｸﾞﾘｰﾝ・YCｸﾞﾘｰﾝ・YCｸﾞﾘｰﾝ・YC

優勝優勝優勝優勝準優勝準優勝準優勝準優勝3位3位3位3位 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市大和大和大和大和 鎌倉
横浜 桐生 田園 藤沢

(27)(24)(15) (16)(7) (8) (9)鎌倉 横浜 大和 桐生 横須賀
(26)(23)(13) (14)

(10)田園 日立
多摩

藤沢交流試合 (20) 交流試合 (21)

第第第第5555回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ 競技実施要項（第競技実施要項（第競技実施要項（第競技実施要項（第2222日目日目日目日目))))

(19)■ボウル戦トーナメント■ 海老名・逗子葉山 上郷3決
(17)

3位3位3位3位 上郷上郷上郷上郷優勝優勝優勝優勝準優勝準優勝準優勝準優勝
(4)

北上
麻生 相模原 浦和

川崎市 秦野 八千代
北上北上北上北上 (25)(22)(11) (12)(1) (2)
福島選抜福島選抜福島選抜福島選抜

(13) (14)(5)
(18)

多摩 麻生 厚木 ｸﾞﾘｰﾝYC 相模原 茅ヶ崎 浦和交流試合 交流試合
(6)

北上交流試合
(3)川崎市 海老名逗子葉山 福島 上郷 秦野 八千代



第２日目第２日目第２日目第２日目 　2015年2月22日(日）　2015年2月22日(日）　2015年2月22日(日）　2015年2月22日(日） 保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場保土ヶ谷公園ラグビー場第１試合 9:30 ～ 9:53 ボウル1回戦 川崎市川崎市川崎市川崎市 － 海老名海老名海老名海老名逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 ボウル1回戦 上郷上郷上郷上郷 － 秦野秦野秦野秦野ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
14141414

(1)
35353535 33333333

(2)
7777第２試合 9:57 ～ 10:20 ボウル1回戦 八千代八千代八千代八千代 － 北上北上北上北上 プレート1回戦 多摩多摩多摩多摩 － 麻生麻生麻生麻生ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

7777
（3）

42424242 28282828
（4）

21212121第３試合 10:24 ～ 10:47 プレート1回戦 グリーングリーングリーングリーンYCYCYCYC － 相模原相模原相模原相模原 プレート1回戦 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎 － 浦和浦和浦和浦和ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
35353535

（5）
14141414 14141414

（6）
7777第４試合 10:51 ～ 11:14 カップ１回戦 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 － 横浜横浜横浜横浜 カップ１回戦 大和大和大和大和 － 桐生桐生桐生桐生ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

14141414
（7）

14141414 40404040
（8）

14141414第５試合 11:18 ～ 11:41 カップ１回戦 横須賀横須賀横須賀横須賀 － 田園田園田園田園 カップ１回戦 日立日立日立日立 － 藤沢藤沢藤沢藤沢ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
14141414

（9）
0000 35353535

(10)
19191919第６試合 11:45 ～ 12:08 ボウル準決勝 海老名海老名海老名海老名逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 － 福島福島福島福島 ボウル準決勝 上郷上郷上郷上郷 － 北上北上北上北上ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

21212121
(11)

24242424 12121212
(12)

19191919第７試合 12:12 ～ 12:35 プレート準決勝 多摩多摩多摩多摩 － 厚木厚木厚木厚木 プレート準決勝 グリーングリーングリーングリーンYCYCYCYC － 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
21212121

(13)
21212121 21212121

(14)
33333333第８試合 12:39 ～ 13:02 カップ準決勝 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 － 大和大和大和大和 カップ準決勝 横須賀横須賀横須賀横須賀 － 日立日立日立日立ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

7777
(15)

5555 28282828
(16)

14141414第９試合 13:06 ～ 13:29 ボウル交流戦 川崎市川崎市川崎市川崎市 － 秦野秦野秦野秦野 プレートボウル交流戦 八千代八千代八千代八千代 － 浦和浦和浦和浦和ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
21212121

(17)
26262626 14141414

(18)
12121212

12:49

10分-3分-10分 Ａ　面Ａ　面Ａ　面Ａ　面 Ｂ　面Ｂ　面Ｂ　面Ｂ　面9:159:4010:0710:3411:0111:2811:5512:22

大会スケジュール（第大会スケジュール（第大会スケジュール（第大会スケジュール（第2222日目）日目）日目）日目）

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
21212121

(17)
26262626 14141414

(18)
12121212第１０試合 13:33 ～ 13:56 プレート交流戦 麻生麻生麻生麻生 － 相模原相模原相模原相模原 カップ交流戦 横浜横浜横浜横浜 － 桐生桐生桐生桐生ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

35353535
(19)

28282828 7777
(20)

28282828第１１試合 14:00 ～ 14:23 カップ交流戦 田園田園田園田園 － 藤沢藤沢藤沢藤沢 ボウル3位決定戦 海老名海老名海老名海老名逗子葉山逗子葉山逗子葉山逗子葉山 － 上郷上郷上郷上郷ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
40404040

(21)
26262626 14141414

(22)
45454545第１２試合 14:27 ～ 14:50プレート3位決定戦 厚木厚木厚木厚木 － グリーングリーングリーングリーンYCYCYCYC カップ３位決定戦 大和大和大和大和 － 日立日立日立日立ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

14141414
(23)

21212121 52525252
(24)

14141414第１３試合 14:54 ～ 15:17 ボウル決勝戦 福島福島福島福島 － 北上北上北上北上 プレート決勝戦 多摩多摩多摩多摩 － 茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
28282828

(25)
42424242 49494949

(26)
0000第１4試合 15:37 ～ 16:00 カップ決勝戦 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉 － 横須賀横須賀横須賀横須賀ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

38
(27)

1416:10

12:49

アフターマッチファンクション、閉会式

13:1613:4314:1014:37インターバル20分 －15:12


