
◇中学校カテゴリー　【Ｕ１３】　交流試合
　　日時：　平成２２年６月１９日（土）
　　場所：　早大上井草グラウンド

　　　　　　　　　［１５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　４３４３４３４３　－　　－　　－　　－　１４１４１４１４　　　　東大和二中東大和二中東大和二中東大和二中
　　　　　（前半　２４　－　　０）

レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半
OPR 太田
HO 渡邉
BPR 守屋
OLO 小林
BLO 坂井 飯野
SH 村田
SO 小池
BWTB 山中 鈴木
ICTB 高橋
OCTB 中川
OWTB 柴山 谷村
FB 梅田

交代
小池→糸川
守屋→信國

Akio先生
太田

交代



◇中学校カテゴリー　平成２２年度東京都スクールジュニア春季大会　【Ｕ１５　７人制の部】
　　日時：　平成２２年６月２０日（日）
　　場所：　東芝府中グラウンド（人工芝）

　　◆グループリーグ　１試合目　［５分ハーフ］ 　　◆グループリーグ　２試合目　［５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　４５４５４５４５　－　　－　　－　　－　００００　　　　ベイベイベイベイ東京東京東京東京ＲＳＲＳＲＳＲＳ ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　１７１７１７１７　－　　－　　－　　－　１２１２１２１２　　　　合同合同合同合同
　　　　　（前半　２４　－　０） 　　　　　（前半　　５　－　１２）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半 前半 後半
FW 荒井　　３ 平島　② FW 島田　３
FW 井上　　② FW 安村　３
FW 井下田　② 大下　② FW 星谷　３
BK 奈良　　３ BK 栗原　３
BK 太田　　３ BK 埜田　３
BK 東郷　　② 徳原　② BK 山田　３
BK 鈴木　　３ BK 岩崎　３

　　◆優勝戦　［５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　１０１０１０１０　－　　－　　－　　－　２２２２２２２２　　　　府中府中府中府中ＢＬＲＳＢＬＲＳＢＬＲＳＢＬＲＳ
　　　　　（前半　１０　－　０）

レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半
FW 星谷　３ 荒井　３
FW 太田　３ 安村　３
FW 山田　３ 島田　３
BK 栗原　３ 奈良　３
BK 埜田　３ 山田　３
BK 鈴木　３
BK 岩崎　３

リザーブ

リザーブ リザーブ



◇中学校カテゴリー　【Ｕ１５・Ｕ１３】　交流試合
　　日時：　平成２２年６月２６日（土）
　　場所：　早大上井草グラウンド

　　　◆Ｕ１５　［１２分ハーフ］ 　　　◆Ｕ１３　［１５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　３４３４３４３４　－　　－　　－　　－　３８３８３８３８　　　　新津新津新津新津ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（新潟新潟新潟新潟）））） ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　３４３４３４３４　－　　－　　－　　－　７７７７　　　　新津新津新津新津ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（新潟新潟新潟新潟））））
　　　　　（前半　　０　－　３１） 　　　（前半　　１９　－　０）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

一本目 二本目 前半 後半
OPR 島田　３ OPR 渡邉
HO 安村　３ 井上　② HO 大藤
BPR 今関　② BPR 守屋
OLO 小澤　② 星谷　３ OLO 高萩
BLO 三隅　② 佐藤　３ BLO 鈴木 あまい
SH 栗原　３ SH 小池 村田
SO 東郷　② 埜田　３ SO 糸川 太田
BWTB 平島　② BWTB 柴山 山中
ICTB 井上　② 山田　３ ICTB 高橋
OCTB 井下田② OCTB 中川 坂井
OWTB 徳原　② 荒井　３ OWTB 信國 谷村
FB 太田　３ FB 梅田

交代 交代
岩崎　３ 高萩→飯野

交代

月田
大藤

交代



◇中学校カテゴリー　【Ｕ１５】　全国大会出場決定戦
　　日時：　平成２２年６月２７日（日）
　　場所：　早大上井草グラウンド

　　　◆Ｕ１５　［１５分ハーフ］ 　　　◆Ｕ１５　［１５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　７７７７　－　　－　　－　　－　１０１０１０１０　　　　横浜横浜横浜横浜ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（神奈川神奈川神奈川神奈川）））） ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　１４１４１４１４　－　　－　　－　　－　１５１５１５１５　　　　シルクスシルクスシルクスシルクスＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（ＲＳ（群馬群馬群馬群馬））））
　　　　（前半　　０　－　５） 　　　　（前半　　１４　－　５）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半 前半 後半
OPR 佐々木３ OPR 佐々木３
HO 安村　３ 井上　② HO 安村　３
BPR 島田　３ 三隅　② BPR 島田　３ 三隅　②
OLO 小澤　② 佐藤　３ OLO 小澤　② 井下田②
BLO 星谷　３ BLO 星谷　３
SH 奈良　３ 栗原　３ SH 奈良　３
SO 埜田　３ SO 埜田　３ 太田　３
ICTB 佐藤　３ 玉川　② ICTB 佐藤　３
OCTB 井上　② 太田　３ OCTB 井上　②
OWTB 山田　３ OWTB 山田　３
BWTB 鈴木　３ BWTB 鈴木　３ 栗原　３
FB 岩崎　３ FB 岩崎　３ 玉川　②

リザーブ リザーブ



◇中学校カテゴリー　【Ｕ１５・Ｕ１３】　茨城遠征
　　日時：　平成２２年７月１８日（日）
　　場所：　前川製作所

　　　◆第１試合　［１５分ハーフ］ 　　　◆第２試合　［１５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　４０４０４０４０　－　　－　　－　　－　１０１０１０１０　　　　クラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズ ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　４５４５４５４５　－　　－　　－　　－　５５５５　　　　クラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズ
　　　　（前半　　０　－　１０） 　　　　（前半　　７　－　５）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

一本目 二本目 一本目 二本目
OPR 島田　３ 佐々木３ OPR 佐々木３ 東郷　②
HO 井上　② HO 井上　② 佐々木３
BPR 山田　３ BPR 島田　３
OLO 小林　① 坂井　① OLO 小澤　②
BLO 小澤　② BLO 星谷　３
SH 遠藤　② 村田　① SH 遠藤　② 奈良　３
SO 玉川　② SO 奈良　３ 岩崎　３
BWTB 横田　② BWTB 鈴木　３
ICTB 東郷　② ICTB 東郷　② 玉川　②
OCTB 徳原　② 平島　② OCTB 金子　② 井上　②
OWTB 平島　② 徳原　② OWTB 山田　３
FB 金子　② 横田　② FB 金子　②

交代 交代

　　　◆第３試合　［１５分ハーフ］ 　　　◆第４試合　Ｕ１３　［１５分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　７７７７　－　　－　　－　　－　００００　　　　クラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズ ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　２４２４２４２４　－　　－　　－　　－　１４１４１４１４　　　　クラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズ
　　　　（前半　　７　－　０） 　　　　（前半　　１９　－　０）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

一本目 二本目 一本目 二本目
OPR 渡邉　① 東郷　② OPR
HO 井上　② 佐々木３ HO
BPR 坂井　① BPR
OLO 小澤　② OLO
BLO 星谷　３ BLO
SH 遠藤　② 奈良　３ SH
SO 玉川　② 岩崎　３ SO
BWTB 横田　② BWTB
ICTB 徳原　② 玉川　② ICTB
OCTB 平島　② 井上　② OCTB
OWTB 横田　② OWTB
FB 金子　② FB

交代 交代

交代 交代

交代 交代



　　　◆第５試合　［１５分一本］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　２１２１２１２１　－　　－　　－　　－　１２１２１２１２　　　　クラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズクラブドラゴンズ

レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

一本目 二本目
OPR 東郷　②
HO 山田　３
BPR 島田　３
OLO 小澤　②
BLO 星谷　３
SH 奈良　３
SO 岩崎　３
BWTB 鈴木　３
ICTB 井上　②
OCTB 佐々木３
OWTB 金子　②
FB 玉川　②

交代

交代



◇中学校カテゴリー　【Ｕ１５】　第１２回東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
　　日時：　平成２２年７月２４日（土）
　　場所：　菅平・市営第１（旧町営第１）

　　　◆Ｕ１５　［１７分ハーフ］ 　　　◆Ｕ１５　［１７分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　２１２１２１２１　－　　－　　－　　－　５５５５　　　　桐蔭学園中学桐蔭学園中学桐蔭学園中学桐蔭学園中学ＡＡＡＡ ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　１９１９１９１９　－　　－　　－　　－　２９２９２９２９　　　　相模原相模原相模原相模原・・・・川崎川崎川崎川崎ＲＳＲＳＲＳＲＳ２０１０２０１０２０１０２０１０
　　　　（前半　　７　－　５） 　　　　（前半　　０　－　１９）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半 前半 後半
OPR 佐々木３ 今関　② OPR 今関　② 山田　３
HO 安村　３ 井上　② HO 安村　３ 井上　②
BPR 今関　② 島田　３ BPR 島田　３ 島田　３
OLO 佐藤　３ 佐藤　３ OLO 佐藤　３ 佐藤　３
BLO 小澤　② 星谷　３ BLO 星谷　３ 星谷　３
SH 奈良　３ 遠藤　② SH 奈良　３ 遠藤　②
SO 佐藤　② 岩崎　３ SO 佐藤　② 岩崎　３
BWTB 大下　② 鈴木　３ BWTB 大下　② 鈴木　３
ICTB 平島　② 東郷　② ICTB 平島　② 井下田②
OCTB 山田　３ 井下田② OCTB 山田　３ 東郷　②
OWTB 横田　② 徳原　② OWTB 横田　② 徳原　②
FB 玉川　② 金子　② FB 玉川　② 金子　②

交代 交代

◇中学校カテゴリー　【Ｕ１５】　第１２回東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
　　日時：　平成２２年７月２５日（日）
　　場所：　菅平・サニアパークＢ

　　　◆Ｕ１５　［１７分ハーフ］ 　　　◆Ｕ１５　［１７分ハーフ］
ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　３８３８３８３８　－　　－　　－　　－　００００　　　　高崎高崎高崎高崎ＲＳ ＡＲＳ ＡＲＳ ＡＲＳ Ａ ワセダクラブワセダクラブワセダクラブワセダクラブ　　　　１２１２１２１２　－　　－　　－　　－　１７１７１７１７　　　　横浜横浜横浜横浜ＲＳ ＡＲＳ ＡＲＳ ＡＲＳ Ａ
　　　　（前半　１９　－　０） 　　　　（前半　　１２　－　７）

レフリー レフリー
ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ

前半 後半 前半 後半
OPR 東郷　② 今関　② OPR 小澤　②
HO 井上　② 安村　３ HO 井上　②
BPR 今関　② 島田　３ BPR 島田　３
OLO 佐藤　３ 佐藤　３ OLO 佐藤　３
BLO 小澤　② 星谷　３ BLO 星谷　３
SH 奈良　３ 遠藤　② SH 奈良　３
SO 玉川　② 岩崎　３ SO 岩崎　３
BWTB 平島　② 徳原　② BWTB 鈴木　３
ICTB 井下田② 平島　② ICTB 佐々木３
OCTB 山田　３ 横田　② OCTB 山田　３
OWTB 鈴木　３ 東郷　② OWTB 井下田②
FB 佐藤　② 金子　② FB 玉川　②

交代 交代

交代

交代 交代

交代


