
第33回 埼玉県ミニラグビー交流会　スケジュール 2018.9.24

グラウンド

時間

春日部C1 :ケヤキッズC1 草加C1 :熊谷C1 深谷C1 :川口C1 所沢A1 :アルゴA1 Age0A1 : さやまA1 深谷B1 :川越B1 戸田B1 :鴻巣B1 Age0B3 :ふくじゅ草B2

浦和C1 : トリニタスC1 さやまC1 :アルゴC1 Age0C1 :鴻巣C1 浦和A1 : トリニタスA1 熊谷A1 :草加A1 岡部B1 :久喜B1 浦和B1 :熊谷B1 川口B3 :春日部B2

浦和C2 :川越C1 川口C2 :熊谷C2 所沢C1 :久喜C1 浦和A2 :ケヤキッズA1 深谷A1 :川越A1 所沢B1 :川口B1 ふくじゅ草B1 : トリニタスB1 浦和B5 :深谷B2

浦和C3 :戸田C1 川口C3 :行田OshiC1 ふくじゅ草C1 : トリニタスC2 浦和A3 :ふくじゅ草A1 川口A1 :春日部A1 ケヤキッズB1 :行田OshiB1 浦和B2 :草加B1 熊谷B3 :川越B3

浦和C4 :熊谷C3 草加C2 :川越C2 アルゴC2 :春日部C2 熊谷A2 :川越A2 戸田A1 :鴻巣A1 川越B2 :アルゴB1 浦和B3 :川口B2 久喜B3 :所沢B2

浦和C5 :深谷C2 ケヤキッズC1 :川越C3 ふくじゅ草C2 : Age0C2 深谷A2 :久喜A1 川越A3 :川口A2 熊谷B2 :春日部B1 浦和B4 :岡部B1 トリニタスB2 :アルゴB2

川口C1 :春日部C1 川越C1 :深谷C1 所沢C1 :アルゴC1 熊谷A3 :所沢A2 岡部A1 :行田OshiA1 Age0B1 :深谷B1 川口B1 :川越B1 浦和B6 : 熊谷B3

Age0C1 :春日部C2 さやまC1 : トリニタスC1 熊谷C1 :浦和C1 草加A1 : さやまA1 川口A3 : トリニタスA2 トリニタスB1 :熊谷B1 久喜B2 :ケヤキッズB2 Age0B3 :川越B3

Age0C2 : トリニタスC2 久喜C1 :鴻巣C1 草加C1 :浦和C2 Age0A2 :所沢A1 トリニタスA1 :アルゴA1 戸田B1 :ふくじゅ草B1 さやまB1 :鴻巣B1 川口B3 :久喜B3

行田OshiC1 :ふくじゅ草C1 アルゴC2 :深谷C2 熊谷C2 :浦和C3 川越A1 :熊谷A1 浦和A1 :川口A1 川口B2 :アルゴB1 浦和B1 :所沢B1

ふくじゅ草C2 :草加C2 戸田C1 :川越C2 川口C2 :浦和C4 戸田A1 :久喜A1 ケヤキッズA1 :ふくじゅ草A1 春日部B2 :川越B2 浦和B2 : Age0B2

熊谷C3 :川越C3 川口C3 :浦和C5 所沢A2 :鴻巣A1 浦和A2 :川越A2 所沢B2 : ふくじゅ草B2 浦和B3 :ケヤキッズB1

: 深谷A1 : Age0A1 春日部A1 :深谷A2 浦和B4 :久喜B1 深谷B2 : さやまB1

: 川口A2 :岡部A1 浦和A3 熊谷A2 浦和B5 :春日部B1 Age0B1 :草加B1

: 行田OshiA1 : Age0A2 トリニタスA2 :川越A3 浦和B6 : トリニタスB2 熊谷B2 : ケヤキッズB2

熊谷A3 :川口A3 行田OshiB1 :久喜B2 Age0B2 :アルゴB2

※諸注意

（1） 試合開始時間に遅れないよう時間厳守でお願いします。

（2） 当該チームの方はゴールポストが倒れないように支える方を配置して下さい。

（3） Ｂグランドのフェンスを跨いでグランドに入ったり、フェンスに腰掛けたりしないで下さい。

（4） 日傘（雨傘）やハイヒールでのグランド内入場は禁止です。
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Ｃ中 Ｃ西 Ｃ東インゴール
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