茨城県民総合体育大会 （春季セブンズ大会）
水戸ツインフィールド

出場制限及び規則（参加資格等）

（１）1995年4月1日以前に生まれの者。
（２）2015年4月30日以前より、本県内に住居又は所属している者。
（３）ラグビー協会に個人登録（傷害互助会加入）済の者。

大会運営委員

チーム編成

監督１名・選手１０名（監督が選手を兼ねる事ができる）

競技上の規定及び方法

総務 青柳クラブ委員長
会場準備 茨城大学
大会進行(集合・トス) 杉浦委員(ひたちなか) 石崎委員(原子力機構)
試合タイムキーパー 北村委員(ピッグノ-ズ) 福井委員(日立建機)
記録・掲示 竹之内委員(常総) 飯塚委員(スタッグス)
レフリー統括 加藤委員(レフ委員会)
写真撮影 陰山委員(ＲＫＵ)
会計経理 石崎委員(原子力機構)
表彰・ＡＭＦ 準備 杉浦委員(ひたちなか)
表彰・ＡＭＦ 進行 岩井委員(ツクバリアンズ)

（１）日本ラグビーフットボール競技制定の競技規定による。
（２）試合時間は、前半５分・休憩１分・後半５分 とする。
（３）タイムキーパー制とする。
（４）上記試合時間内で勝敗のつかない場合は、前・後半５分のサドンデス方式を採用する。
（５）集合・トスの時間に出場予定者(10名以内)が本部前にそろっていない場合には、自動的に不戦敗とする。
その際の点数の取り扱いは、得点０点・失点３０点として計算される。

そのほか

参加費（アフターマッチＦ代・表彰代）として、選手１人につき 1000円を徴収いたします。
大会中の怪我については、チーム毎に加入の保険（スポーツ安全保険など）で対応いただきます。

当日 委員集合 9:45（ 運営委員 ＋ 茨城大学生 ）
開会式 10:20～
集合 キックオフ ベンチ 本部から左
ＡＲ ＡＲ
ベンチ 本部から右
トス
陰山
竹之内
日立建機
① 10:25 10:30 茨城大学
② 10:40 10:45 茨城県クラブ 県西キャノンボ-ル 茨城大 日立建機
③ 10:55 11:00 ひたちなかクラブ ツクバリアンズ 県クラブ ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ
ひたちなか リアンズ
茨城県クラブ
④ 11:10 11:15 茨城大学
茨城大 県クラブ
⑤ 11:25 11:30 ひたちなかクラブ 日立建機
⑥ 11:40 11:45 ツクバリアンズ 県西キャノンボ-ル ひたちなか 日立建機
ひたちなかクラブ リアンズ ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ
⑦ 11:55 12:00 茨城大学
茨城大 ひたちなか
⑧ 12:10 12:15 県西キャノンボ-ル 日立建機
⑨ 12:25 12:30 茨城県クラブ ツクバリアンズ ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ 日立建機
県西キャノンボ-ル 県クラブ リアンズ
⑩ 12:40 12:45 茨城大学
⑪ 12:55 13:00 茨城県クラブ ひたちなかクラブ 茨城大 ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ
県クラブ ひたちなか
⑫ 13:10 13:15 ツクバリアンズ 日立建機
⑬ 13:25 13:30 ひたちなかクラブ 県西キャノンボ-ル リアンズ 日立建機
ひたちなか ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ
⑭ 13:40 13:45 茨城県クラブ 日立建機
県クラブ 日立建機
ツクバリアンズ
⑮ 13:55 14:00 茨城大学
表彰＆ＡＭＦ 14:15 参加全チーム(全選手)にて行います
会場あと片付 14:45

Ref

中島
小林
加藤
鹿子島
中島
小林
加藤
鹿子島
中島
小林
加藤
鹿子島
中島
小林
鹿子島

備考

試合終了後にチーム撮影
試合終了後にチーム撮影
試合終了後にチーム撮影

※ 15:30～ 茨城県ラグビー協会 総会 ＠水戸生涯学習センター三の丸庁舎
ひたちなか リアンズ

ひたちなかクラブ
ツクバリアンズ
日立建機
茨城大学
茨城県クラブ
県西キャノンボ-ル

5-19
5-17
14-26
0-19
7-45

日立建機

19-5 17-5
12-0
0-12
12-17 0-12
7-39 0-24
0-31 10-17

茨城大学

県クラブ

ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙ

26-14 19-0 45-7
17-12 39-7 31-0
12-0 24-0 17-10
29-5 38-0
5-29
19-7
0-38 7-19

次頁に写真報告

勝 負 得-失=差 順 MVP
5 0 95 1 青木選手
4 1 66 2 奥脇選手
3 2 19 ３ 宇治選手
2 3 33 ４ 栗原選手
1 4 △ 87 5 北村選手
0 5 △126 6 猪瀬選手

開会式

レフリー紹介

小圷理事長あいさつ

ひたちなかラグビークラブ

茨城県クラブ

ツクバリアンズＲＦＣ

県西キャノンボール

日立建機ラグビー部

茨城大学ラグビー部

アフターマッチファンクション

飯塚選考委員長から MVP の発表

流通経済大学 学生レフリー団

表彰式

優勝

準優勝

ひたちなかクラブ

ツクバリアンズ RFC

陰山担当理事の乾杯

青柳クラブ委員長の挨拶

ＭＶＰ表彰
ＭＶＰ表彰

キャノンボール MVP 猪瀬選手

日立建機 MVP 宇治選手

ひたちなかクラブ MVP 青木選手

茨城大学 MVP 栗原選手

ツクバリアンズ MVP 奥脇選手

茨城県クラブ MVP 北村選手

-----------------------------
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