
１　目　的

　　　⑴　東日本地域のジュニアラグビー競技の普及，育成活動の推進。
　　　⑵　東日本地域の15才以下のラグビー選手の育成，及び競技力の向上。
　　　⑶　15才以下の中学生選手のラグビー競技に対する正しい理解と指導者レベルの向上。
　　　⑷　15才以下の中学生選手，ジュニアラグビーの地域指導者，及び関係者の融和と交流。
　　　⑸　中学校ラグビー部とラグビースクール相互の融和と認識の統合。
 
２　名　称
　　「第８回東日本U15ラグビーフットボール選抜大会」（俗称・“U15春の選抜大会”。） 

３　主　催 

４　主　管
　　茨城県ラグビーフットボール協会 

５　後　援

６　期　日

７　会　場

 
８　参加チームについて
　⑴　参加チームの決定

　⑵　チームの要件

　　　　　　　せようという普及育成の観点から本大会のみに適用する特例措置です。

　　　 選手登録は１試合毎に行います。１チームの選手登録人数は２４名以内とします。

　　　 象に選考した選手によって編成される選抜チームとします。又は当該協会によって編成され
　　　 た選抜チームを複数の都道県協会で合同編成するか，或いは該当する都道県協会が 初
　　　 から合同で前述の条件で選考し編成した選抜チームとします。参加にあたっては所属都道
　　　 県協会･会長による事前承諾を受けることとします。

　⑸　選手の登録

　⑶　注意事項
　　　 正当な理由なく，一都道県が２つ超のチームへの関与は厳禁とします。
　⑷　チーム構成
　　　 チームは，原則として選手２４名以内，監督１名，コーチ２名で編成することとします。

　　協会，財団法人水戸市スポーツ振興協会，茨城新聞社 ，株式会社茨城朝日

　　平成２３年３月１９日(土)，２０日（日） 

　　　　　関東ラグビーフットボール協会管下の都道県協会に本大会参加ニーズ確認書を送付し，
　　　 当該大会参加ニーズ確認書を提出したチームの中から，関東ラグビーフットボール協会が

　　【第１会場】　ツインフィールド（水戸市立サッカー･ラグビー場）

　　　 地域の活動状況や現状を勘案してチームを推薦し，当該都道県協会が参加を承諾した上

　　とします。

　　関東ラグビーフットボール協会 

　　　 ※注２　競技規則では選手数は２２名以内ですが，これは少しでも多くの生徒に経験を積ま

　　　　　関東ラグビーフットボール協会管下の都道県協会が所属する全てのチーム（この場合，
　　　 チーム適格要件は，全スクール，全中学校，或いはその全てのチームという意味です）を対

　　　 ※注１　選手数の多いチームについては，２４名以上の登録を認める場合があります。但し，
　　　　　　　１試合毎に登録できる選手数はあくまで２４名以内とし，事前に関東協会普及育成委
　　　　　　　員会委員長に申請していただき，当委員長の承認が必要となります。　

　　　　　　　　　　　　水戸市河和田町3438-1　　TEL：029-257-6690　FAX：029-257-6691
　　【第２会場】　ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市立競技場）

第8回東日本U15ラグビーフットボール選抜大会実施要項

　　　関東ラグビーフットボール協会管下17都道県のラグビースクール，中学校など全てのカテゴ
　　リーに所属する中学生によって編成された県単位，或いは県を合同した地域単位の選抜チー
　　ムによるラグビーフットボール大会を実施することによって，以下の事項を達成することを目的

　　　 で決定いたします。

　　　茨城県教育委員会，財団法人茨城県体育協会，水戸市，水戸市教育委員会，水戸市体育

　　　　　　　　　　　　水戸市小吹町2058-１　　　TEL：029-241-8484　FAX：029-291-6382

1



９　選手の参加資格

10　競技規則

　　なお，Ｂチーム対抗戦は参加ニーズ確認後決定します。

       =但し，各チームの参加ニーズによっては，試合時間，試合数を変更する場合があります＝

　⑺　日程の詳細

ケーズデンキスタジアム
Aコート Bコート メイン サブ

(人工芝) (天然芝) (天然芝) （天然芝）
開会式 10:00
第1試合 10:30 対 対 対 対
第2試合 11:15 対 対 対 対
第3試合 12:00 対 対 対 対
第4試合 12:45 対 対 対 対
第5試合 13:30 対 対 対 対
第6試合 14:15 対 対 対 対
第7試合 15:00 対 対 対 対

ケーズデンキスタジアム
Aコート Bコート メイン サブ

(人工芝) (天然芝) (天然芝) （天然芝）
第1試合 9:30 対 対 対 対
第2試合 10:15 対 対 対 対
第3試合 11:00 対 対 対 対
第4試合 11:45 対 対 対 対
第5試合 12:30 対 対 対 対
第6試合 13:15 対 対 対 対
第7試合 14:00 対 対 対 対

＜第1日目＞　3月19日（土）

　⑷　Bチーム対抗戦　（Ａチームの参加ニーズ状況では試合数，時間数を変更する場合があります
　　　 Bチームの参加資格は，原則として当該都道県の中学２年生の登録人数が原則として１００

　　　　　　　　のリーグ戦によるカップ・プレート・ボール戦を実施します。

　　　名以上といたします。なお，如何なる理由があろうとも，大会期間中のAチームとBチーム間
　　　の選手の横断的変更は不可といたします。

　⑵　各日ともに第１グループは，9チームを3チーム×3，第２グループは9チームを3チーム×3
　　リーグ戦を行います。但し，状況によってはトーナメント戦も想定します。

　　【第２日目】　第１日目のそれぞれ第１グループ，第２グループの予選プールの同順位3チーム
　　【第１日目】　予選プール3チームによるリーグ戦を実施します。

ツインフィールド

（全チーム参加･各会場で実施予定）

　⑸　順位の決定方式
　　　 勝敗によって決定します。同勝敗の場合は得失点差とし，得失点差が同じ場合は，トライ数

　⑹　組合せは大会参加ニーズ確認書を受領後，普及育成員会で検討の上，決定いたします。

　　の多いチームを上位とします。なお，トライ数も同じ場合は，総得点の多いチームを上位としま
　　す。但し，これらの全ての条件が同じ場合は，抽選によります。

ツインフィールド
＜第2日目＞　3月20日（日）

　　　　今年度のジュニアラグビーの競技規則に準拠します。 

11　競技方法（現段階ではあくまで下記は予定です･推薦チーム数を検討した後，決定します。）
　⑴　前述８で決定された参加チーム（ 現段階の推薦予定は18チームを想定しています。）を
　　　第1グループと第2グループに分けます。

　⑶　各チームは以下の要領で１日２試合(17分ハーフで，ロスタイムはありません)を行います。

　　　 参加選手資格は，（財）日本ラグビーフットボール協会に所属チームを通じて個人登録して

　　　　　　　た同チーム責任者といたします。

　　いる現中学２年生（選手の年齢は平成８年（１９９６年）４月１日以降に生まれた者）を対象とし
　　ます。
　　　 ※注　　あくまで中学2年生のみを対象としますが，地域の中学2年生の選手登録人数が極
　　　　　　　端に少ない為，２から５都道県を合同してもチーム編成に支障があり，且つ，該当選
　　　　　　　手の能力が高く，安全性に難がないなど明らかに正当な理由がある場合は，地域の
　　　　　　　普及育成の観点から中学１年生の参加を認める場合があります。
 　　　　　　　　但し，当協会へ事前申請をしていただいた上で，普及育成委員会委員長の承認を
　　　　　　　受けることが必修条件とし，当該責任の所在は申請した該当都道県協会及び申請し
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14　健康管理及び安全対策
　⑴　大会参加にあたっては，各チームにて選手の保護者，或いは所属学校に当該選手の健康
　　状態が大会参加に問題がないことを確認し，必要な場合は健康診断を受診させるなど，健康
　　管理に充分留意して下さい。

　⑷　参加選手は，マウスガード及びヘッドキャップを着用して下さい。
　⑸　参加選手は，保険証を持参し，大会期間中チーム責任者が厳重管理して下さい。

15　費　用
　⑴　交通費は，参加チームの地域(遠方のみ）によって定額料金を補助します。実際には参加
　　ニーズを確認した後，決定しますが，一部のみの補助となりますのでご了承下さい。
　⑵　宿泊費はチーム負担とします。

16　宿泊施設及び昼食について
　⑴　斡旋宿泊施設

人員・チーム数

1９０名
６チーム
1００名

３チーム
　７０名
２チーム
　８0名

２チーム
　９0名

３チーム

　⑵　昼食の申込み
　　　 　 別紙昼食希望用紙により，当該業者と直接ＦＡＸで注文する。

茨城町下石崎2837-1
4000円

029-293-7355

　　 平成２３年３月１９日（土）　ＡＭ９：３０　ツインフィールド　本部室

4500円

　　 平成２３年３月１９日（土）　ＡＭ９：３０　ケーズデンキスタジアム水戸　本部室 

　　 各グループの優勝，準優勝チームを表彰します。

19　代表者会議

17　参加費
　　 参加費は1チーム12,000円とする。（Bチームも同様とする。）

旅館いづみ屋

029-266-3044
県立大洗こどもの城

県立中央青年の家

大洗町磯浜8249-4

2000円程度

水戸市常磐町2-4-26
029-231-2295

土浦市永井987
029-862-3500

2500円程度

2000円程度

※別紙宿泊希望用紙により希望とりまとめを行い，主管協会で調整します。

住　　　所 料金(1泊2食)斡旋施設名
水戸市全隈町80-1

水戸市少年自然の家

ひぬま荘

029-254-2200

18　表　彰

　　　 

　⑴　参加ニーズ確認書を提出したチームで，且つ，当協会から出場推薦の通知を受けたチー

　　傷害保険に必ず加入すること。
　⑶　試合中の傷害については現場において応急の医療処置を施します。

　⑶　中学校チーム所属生徒は，学校長の承諾を，スクール所属の生徒は，保護者の承諾を

　⑹　大会期間中の救急指定病院　＜長田医院　水戸市大足町980 　TEL029-259-5711＞

　　当該書類のコピーを保管（大会期間中は携行）して下さい。
　　2月23日（水）までに，関東ラグビーフットボール協会長宛に提出して下さい。なお，各チームは

　⑵　参加選手は，所属チームにおいて(財) スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」等の

13　レフリー

　　さい。

12　申込み方法

　⑵　出場推薦通知を受領したチームは，所定の参加申込書他の必要書類を作成し，平成23年

　　ムには，必要書類を送付いたします。各チームは所属都道県協会･会長の参加承認を得て下

　　　 茨城県協会レフリーソサエティに両日とも数名，レフリーの派遣依頼をしますが，チーム帯
　　同者でレフリーに協力していただける方は，帯同レフリー協力申込書を協会宛お送り下さい。 

　　得ていることを証明する承諾書を大会第１日目までに提出して下さい。
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21　試合進行とメンバー交代など

22　マナーの厳格履行
　⑴　ゴミは厳格に自チームで処理して下さい。

23　事務局
（主催協会事務局）
参加ニーズ確認書の受領，推薦チームの調整，交通費補助金の調整と案内
参加申込書の受領，取りまとめ，及び試合組合せの調整，案内などを
おこないます。
関東ラグビーフットボール協会
〒106-0061　東京都港区北青山2-8-35
TEL：03－３４２３－４４２１　FAX:　０３－３４２３－４６１９
メールアドレス　info@rugby.or.jp

（主管協会事務局）
３月１９日，２０日の期間中の大会運営などを行います。
現地での宿泊希望用紙の受領，宿泊施設の取りまとめ，お弁当の手配，調整
を行います。
第８回東日本U15ラグビーフットボール選抜大会事務局

茨城県ラグビーフットボール協会　小　沼　公　道
　〒310-0004  茨城県水戸市青柳町６８２　　　　
　TEL: 090－3531－8486　FAX: 029－221－8652
　メールアドレス　onumahiromichi@yahoo.co.jp
　（勤）茨城県水戸生涯学習センター
　TEL　029－228－1313　FAX　029－228－1633

24　引率指導者の資格
　　　各ﾁｰﾑの監督･ｺｰﾁのうち， 低1名は新ｽﾀｰﾄｺｰﾁ，育成ｺｰﾁ，或いは強化ｺｰﾁの資格を
　　保有していることを義務付けます。確認の為，保有資格を参加申込書に記載していただき
　　ます。

　　その他，ハーフタイム時以外の戦術的な交替は可能とします。但し，開始から１０分以内また
　　はノーサイドの予定時間から１０分以内の戦術的交替は不可とし，１人のプレイヤーが 低
　　でも１０分間以上は出場しプレイできるよう配慮することを義務付けます。なお，負傷者が出て

　⑸　参加チームはタッチフラッグを持参し，自チームの試合のタッチジャッジ１名を選出して下さ

　　中傷は巌に慎んで下さい。場合によっては会場エリアからの退場をお願いします。
　⑵　生徒，指導者及び保護者は，応援マナーを守り過度な叱咤の声，相手やレフリーへの誹謗

　　交代選手がいなくなった場合は，再出場を認めることとします。

　⑻　試合球はスリーボール制とし，主催者で用意します。
　⑺　参加チームは，ウォーターボーイ３名（中学生のみ可）を配置して下さい。
　⑹　参加チームは，ボールボーイ３名（中学生のみ可）を配置して下さい。
　　い。但し，中学生のタッチジャッジは不可とし，タッチジャッジの選手への指示は厳禁です。

　　可といたします。　
　⑷　メンバーは，ハーフタイム時に少なくとも 低４名の交代を行うこととします。

　⑴　試合前アップ及び練習は，ツインフィールドは自由広場で，ケーズデンキスタジアム水戸は
　　別途、指定される場所にて実施します。

　　ム時に行います。
　⑵　ドレスチェックは，第1試合がキックオフ３０分前とし，第２試合以降は，前試合のハーフタイ

　⑶　メンバー登録及びメンバー表の提出は，ドレスチェックまでに本部の会場担当役員に提出し
　　て下さい。前出の通り，１試合の選手登録は２４名以内として，メンバー表提出後の変更は不

　　 平成２３年３月１９日（土）　ＡＭ１０：００　各会場にて実施します。
　　 ※注　　原則として出場チームは参加して下さい。但し，各会場とも第１日目の第1試合

20　開会式

　　　　　　のチームについては，リザーブ選手を 低６名出場させて下さい。  
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