
順 代・交 開始 チーム チーム レフリー担当

キックオフ　　河川側 堤防側

U-12　（高学年）

開催日 2020年1⽉26日（日） 試合時間

場所 さくら遊園 10分-2分-10分

得　点

第1試合 交流戦 9:00 (東)東毛イエロージャガーズ

第５回_桐生タイムス杯ミニラグビーフットボール大会

- (伊)  グレイトドルフィンズ 桐生

- (東)  東毛ジャガーズ 館林

第3試合 代表戦 9:48

第2試合 代表戦 9:24 (伊)  スーパードルフィンズ

東毛(桐)  レオニス - (館)リトルタイガー

(桐)レオニスJr 館林

第5試合 代表戦 10:36 (東)  東毛ジャガーズ - (桐)  レオニス 伊勢崎

第4試合 交流戦 10:12 (東)東毛ブラックジャガーズ -

第6試合 代表戦 11:00 桐生

第7試合 交流戦 11:24 (桐)レオニスJr -

(伊)  スーパードルフィンズ - (館)リトルタイガー

(東)東毛イエロージャガーズ 伊勢崎

(館)リトルタイガー

-

12:12 (桐)  レオニス

-

桐生(伊)  グレイトドルフィンズ (東)東毛ブラックジャガーズ

(東)  東毛ジャガーズ 桐生

第10試合 代表戦 12:36

第9試合 東毛- (伊)  スーパードルフィンズ代表戦

第8試合 代表戦 11:48



順 代・交 開始 チーム チーム レフリー担当

キックオフ　　河川側 堤防側

U-10　（中学年）

開催日 2020年1⽉26日（日） 試合時間

場所 さくら遊園 7分-2分-7分

得　点

第1試合 交流戦 9:00 （桐）シリウス - （館）リトルトルネードB 東毛

第５回_桐生タイムス杯ミニラグビーフットボール大会

第2試合 交流戦 9:18 （桐）クロノス -

第3試合 代表戦 9:36 桐生（東）東毛タイガース - （館）リトルトルネード

（伊）スーパーアトラス -

（東）東毛レッドタイガース 館林

第6試合 交流戦 10:30

代表戦

（桐）ペガサス 館林

第5試合 10:12 （伊）グレイトアトラス

伊勢崎（東）東毛イエロータイガース

（東）東毛ブラックタイガース 桐生

第4試合 代表戦 9:54

（東）東毛タイガース 桐生

交流戦

10:48 （桐）ペガサス -

（桐）レグルス -

-

11:42交流戦第10試合

（館）リトルトルネード 東毛

第8試合 代表戦 11:06 （伊）スーパーアトラス

東毛（館）リトルトルネードB - （伊）グレイトアトラス

-

第7試合

第９試合 交流戦 11:24

-（東）東毛イエロータイガース （桐）クロノス 伊勢崎

（伊）スーパーアトラス 桐生

第14試合 交流戦 12:54 （東）東毛ブラックタイガース - （桐）シリウス 東毛

第11試合 代表戦 12:00 （館）リトルトルネード -

（東）東毛タイガース 伊勢崎

第13試合 交流戦 12:36 （東）東毛レッドタイガース - （桐）レグルス 館林

第12試合 代表戦 12:18 （桐）ペガサス -



順 交 開始 チーム チーム レフリー担当

キックオフ　　河川側 堤防側

館林第8試合 交流戦 11:10 （桐）　フェ二シスⅠ - （伊）　ドラゴンエースⅠ

伊勢崎

第5試合 交流戦 10:20 （館）　リトルタイガーA - （伊）　ドラゴンエースⅡ

交流戦 10:40

第7試合 交流戦 10:50 （館）　リトルタイガーB - （伊）　ドラゴンキングⅡ

館林

第4試合 交流戦 10:00 （伊）　ドラゴンキングⅡ - (桐)　フェ二シスⅡ 桐生

第2試合 交流戦 9:20 （伊）　ドラゴンエースⅡ -

U-8　（低学年）

開催日 2020年1⽉26日（日） 試合時間

場所 さくら遊園 8分-2分-8分

得　点

第1試合 交流戦 9:00 （伊）　ドラゴンキングⅠ - （館）　リトルタイガーB 桐生

第５回_桐生タイムス杯ミニラグビーフットボール大会

（桐）　フェ二シスⅠ

桐生

第3試合

第6試合

（伊）　ドラゴンエースⅠ （館）　リトルタイガーA

(桐)　フェ二シスⅡ （伊）　ドラゴンキングⅠ

-

-

伊勢崎

交流戦 9:40 伊勢崎



順 交 開始 チーム チーム レフリー担当

U-6　（幼児）

開催日 2020年1⽉26日（日） 試合時間

場所 さくら遊園 6分-2分-6分

得　点

第1試合 交流戦 9:30 （館）　リトルタイガー - （桐）　リトルオリオンA 伊勢崎

第５回_桐生タイムス杯ミニラグビーフットボール大会

館林

休憩タイム 10:10

第2試合 交流戦 9:50 （伊）　リトルドラゴンズ - （桐）　リトルオリオンB

桐生

第4試合 交流戦 10:40 （伊）　リトルドラゴンズ - （館）　リトルタイガー 桐生

第3試合 交流戦 10:20 （桐）　リトルオリオンA - （桐）　リトルオリオンB

第5試合 交流戦 11:10 （桐）　リトルオリオンA - （伊）　リトルドラゴンズ 館林

休憩タイム 11:00

伊勢崎第6試合 交流戦 11:30 （桐）　リトルオリオンB - （館）　リトルタイガー

 


