
開始 終了

1試合 10:30 10:42 草ヶ江６年① 伊都6年 草ヶ江５年① 諫早5年 草ヶ江６年③ 諫早6年 筑豊（3・4年） つくし４年② ゆのき4年 つくし４年①

2試合 10:45 10:57 笹丘６年 太宰府6年 春日5年 筑豊5年 りんどう5年① みやけ5年 諫早 玖珠（3・4年） 諫早3年① つくし3年①

3試合 11:00 11:12 玖珠(5・６年） つくし６年① つくし５年② 城南5年 みやけ6年 合同A つくし４年① 浮羽（3・4年） 諫早3年② つくし3年②

4試合 11:15 11:27 つくし６年② 佐賀（５・６年） 合同B 草ヶ江5年② ゆのき5年 つくし5年① 長崎中央4年② 佐賀（3・4年） 太宰府3年 合同D

5試合 11:30 11:42 ゆのき6年 城南6年 りんどう５年② 笹丘5年 京築（５・６年） 筑紫丘6年 りんどう4年 春日４年① りんどう3年 春日3年

6試合 11:45 11:57 筑豊6年 大村6年 大村5年 筑紫丘5年 長崎中央5年 伊都5年 長崎中央4年① 春日４年② つくし3年① 太宰府3年

7試合 12:00 12:12 りんどう6年 草ヶ江６年① 諫早5年 つくし５年② 春日6年 草ヶ江６年③ つくし４年② 長崎中央4年② つくし3年② りんどう3年

8試合 12:15 12:28 草ヶ江６年② 笹丘６年 筑豊5年 合同B みやけ5年 ゆのき5年 玖珠（3・4年） りんどう4年 合同D 諫早3年①

9試合 12:30 12:42 伊都6年 玖珠(5・６年） 城南5年 りんどう５年② 諫早6年 みやけ6年 合同C 城南（3・4年） 春日3年 諫早3年②

10試合 12:45 12:57 太宰府6年 つくし６年② 草ヶ江5年② 大村5年 つくし5年① 長崎中央5年 佐賀（3・4年） 筑豊（3・4年） つくし3年① 合同D

11試合 13:00 13:12 つくし６年① ゆのき6年 笹丘5年 草ヶ江５年① 合同A 京築（５・６年） 春日４年① 諫早 つくし3年② 春日3年

12試合 13:15 13:27 佐賀（５・６年） 筑豊6年 筑紫丘5年 春日5年 伊都5年 りんどう5年① 浮羽（3・4年） 長崎中央4年① 諫早3年① 太宰府3年

13試合 13:30 13:42 城南6年 りんどう6年 諫早5年 りんどう５年② 筑紫丘6年 春日6年 つくし４年② 佐賀（3・4年） 諫早3年② りんどう3年

14試合 13:45 13:57 大村6年 草ヶ江６年② 筑豊5年 大村5年 みやけ5年 長崎中央5年 玖珠（3・4年） 春日４年① 春日４年② 合同C

15試合 14:00 14:12 草ヶ江６年① つくし６年① つくし５年② 笹丘5年 草ヶ江６年③ 合同A 城南（3・4年） ゆのき4年 城南（3・4年） ゆのき4年

16試合 14:15 14:27 笹丘６年 佐賀（５・６年） 合同B 筑紫丘5年 ゆのき5年 伊都5年 筑豊（3・4年） 長崎中央4年② つくし４年① 春日４年②

17試合 14:30 14:42 伊都6年 ゆのき6年 太宰府6年 筑豊6年 諫早6年 京築（５・６年） 諫早 りんどう4年 浮羽（3・4年） 合同C

18試合 14:45 14:57 玖珠(5・６年） 城南6年 つくし６年② 大村6年 みやけ6年 筑紫丘6年 長崎中央4年① 城南（3・4年） 春日４年② ゆのき4年

19試合 15:00 15:12 つくし６年① りんどう6年 佐賀（５・６年） 草ヶ江６年② 合同A 春日6年

20試合 15:15 15:27 りんどう5年① つくし5年①

合同B：太宰府5、浮羽5、長崎5 合同A:中津6、唐津6、島原6 合同D:唐津3、長崎中央3、ゆのき3

５・６年グランド ４年グランド ３年グランド

合同C：笹丘（3・4年）、唐津4、長
崎4

ミニラグビー

各グランド左側のチームがレフ
リー担当です。

12分１本 12分１本 12分１本 12分１本 12分１本

6年グランド ５年グランド

人数不足の場合は、相手チームから
メンバーを借りてください。



開始 終了

1試合 10:30 10:42

2試合 10:45 10:57

3試合 11:00 11:12

4試合 11:15 11:27

5試合 11:30 11:42

6試合 11:45 11:57

7試合 12:00 12:12

8試合 12:15 12:28

9試合 12:30 12:42

10試合 12:45 12:57

11試合 13:00 13:12

12試合 13:15 13:27

13試合 13:30 13:42

14試合 13:45 13:57

15試合 14:00 14:12

16試合 14:15 14:27

17試合 14:30 14:42

18試合 14:45 14:57

19試合 15:00 15:12

20試合 15:15 15:27

各グランド左側のチームがレフ
リー担当です。

人数不足の場合は、相手チームから
メンバーを借りてください。

筑豊2年 つくし2年② りんどう1年① 春日1年① 諫早 春日

つくし2年① 浮羽 城南１年 合同E

城南2年① りんどう2年① りんどう1年② 筑豊１年

春日2年② 城南2年② 春日1年② りんどう1年① 合同G 春日

春日2年① 太宰府（1・2年） 春日1年① 城南１年

りんどう2年② 佐賀（1・2年） 合同E りんどう1年②

諫早 筑豊2年 筑豊１年 春日1年② 諫早 合同G

笹丘（1・2年) つくし2年① りんどう1年① 合同E

つくし2年② 城南2年① 春日1年① りんどう1年②

浮羽 春日2年② 城南１年 筑豊１年

りんどう2年① 春日2年① 合同E 春日1年②

城南2年② りんどう2年② 合同F 合同G

太宰府（1・2年） 諫早 城南2年① 太宰府（1・2年）

佐賀（1・2年） 笹丘（1・2年) 春日2年② 佐賀（1・2年）

筑豊2年 りんどう2年① 城南2年② 笹丘（1・2年) 春日 合同F

つくし2年① 城南2年② りんどう2年① 諫早

つくし2年② 春日2年①

浮羽 りんどう2年② 合同F 諫早

合同F：筑豊、つくし、浮羽

２年グランド

合同G:城南、太宰府、京築、
唐津、佐賀、笹丘

タグラグビー

合同E：つくし1、浮羽1

5分ー２分ー５分

１年グランド 幼稚園


