第 30回 兵庫 県 中学生 ラグ ビー ス ク ー ル大 会 実施 要綱
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参加チ ーム
(1)参 加チ ームは、兵庫県ラグ ビースクール連盟に加盟 しているラグ ビースクールの
中学生チーム とする。
(2)Aグ ル ープ (高 学年 )へ の 出場 は中学 3年 生を中心 としたチ ーム編成 とし、 Bグ ル ープ
(低 学年 )へ の 出場は、中学 1・ 2年 のみで編成 されたチ ームとする。
(3)ス クール単独でチ ーム編成ができな い場合は中学生委員会の承認を得て、合同チ ーム
での 出場を可 とする。
参加資格

(1)財 団法人 日本ラグ ビーフ ッ トボール協会に個人登録 している者であること。
(2)出 場チ ームは、財団法人スポーツ安全協会の兵庫支部を通 じて本大会期間を対象 とする
スポ ーツ安全保険に加入 していること。
競技規則 と競技方法
(1)平 成 24年 度財団法人 日本ラグ ビーフ ッ トボール協会のジュニ ア・ ラグ ビー規則による。
(2)選 手の交替は、 10名 まで とする。ただ し、いったん入れ替わつて退 出 したプレーヤーも
負傷 したプレーヤーが生 じた場合には、そのプレーヤー と交替 してプレーする ことができる。
(交 替時は、第 3T」 に申告の上、 レフリーの許可 によ り交替する。 )
(3)試 合時間は高学年 20分 、低学年 15分 ハー フで行 い、ハー フタイムは 5分 以内とする。
但 し、1日 に 2試 合行 うときは、高学年は 17分 ハー フで行 う。
(4)ス クラムは、カテ ゴリー に応 じ確実に組む。ラインアウ トは 2人 〜 5人 とする。
(5)試 合時間内で勝敗が決まらない場合は引き分けとする。次回戦の出場 については、
以下のような手順で出場権を獲得する。
① トライ数の多 いチ ームが次回戦に出場する。
② トライ数が同 じ場合は、 トライ後のゴール数の多いチームが次回戦に出場する。
③ トライ数・ ゴール数が同 じ場合は、抽選によって次の試合への出場を決定する。
※順位決定戦で同点引き分けの場合は、両チーム優勝・ 3位 とする。
その他留意事項
(1)選 手はヘ ッ ドキャップ、マ ウスガー ド、シ ョルダ ーガー ドは必ず着用すること。
(2)各 チ ームの監督、 コーチはベ ンチにおいて指揮 し、サイ ドの コーチは しない。
また、メデ ィカルサポーター及びウォーターボ ーイについてもコーチは しない。
(3)ド レスチ ェックは、第 1試 合 目は開始 30分 前、第 2試 合 日以降は前の試合の開始
時間とする。 (灘 浜 :東 側のネ ッ ト裏 (ト イ レ側 )、 神戸総合 :本 部席の後側等、
各競技場の状況 に応 じ決定する)。
試合のスタイルで集合する。
ただ し、ジャー ジ、肩パ ッ トは着用せずに持参 してもよい。

(4)保 護者等の応援は、過度 にな らな いように、各チ ームで事前に指導 しておく。

