
平成26年9月13日（土）～１5日（月・祝）

ケーズデンキスタジアム水戸《第１会場》

ツインフィールド　　　　　《第２会場》

平成26年9月13日（土）　ケーズデンキスタジアム水戸

■大会事務局

ＴＥＬ：０３－３４０１－３２８９　　　ＦＡＸ：０３－５７７５－５０３４

代表者会議

会 期

会 場

太陽生命カップ2014太陽生命カップ2014太陽生命カップ2014太陽生命カップ2014

第5回全国中学生ラグビーフットボール大会第5回全国中学生ラグビーフットボール大会第5回全国中学生ラグビーフットボール大会第5回全国中学生ラグビーフットボール大会

　　　　　　【参加チーム用マニュアル】　　　　　　【参加チーム用マニュアル】　　　　　　【参加チーム用マニュアル】　　　　　　【参加チーム用マニュアル】

（公財）日本ラグビーフットボール協会　普及・競技力向上委員会　普及育成部門　中学生部門

〒107-0061　東京都港区北青山２－８－３５



【大会スケジュール】【大会スケジュール】【大会スケジュール】【大会スケジュール】

第１日目　９月１３日（土）第１日目　９月１３日（土）第１日目　９月１３日（土）第１日目　９月１３日（土）

14:45

15:40

16:40 ＲＳ① １回戦 16:40 中学① １回戦 17:00 ＲＳ② １回戦 ＲＳ③ １回戦

17:35 中学② １回戦 17:25 17:55 中学③ １回戦 中学④ １回戦

18:30 ＲＳ④ １回戦 18:40

19:15

第２日目　９月１４日（日）第２日目　９月１４日（日）第２日目　９月１４日（日）第２日目　９月１４日（日）

9:00 女子① １回戦 9:00 女子② 1回戦 9:00 女子③ １回戦 女子④ １回戦

9:20 ＲＳ⑤ 敗者戦 9:20 ＲＳ⑥ 敗者戦 9:20 中学⑤ 敗者戦 中学⑥ 敗者戦

10:15 中学⑦ 準決勝 10:15 中学⑧ 準決勝 10:15 ＲＳ⑦ 準決勝 ＲＳ⑧ 準決勝

11:20 女子⑦ 準決勝 11:20 女子⑧ 準決勝 11:20 女子⑤ 敗者戦 女子⑥ 敗者戦

12:00

13:00

第３日目　９月１５日（月・祝）第３日目　９月１５日（月・祝）第３日目　９月１５日（月・祝）第３日目　９月１５日（月・祝）

9:00 女子⑩ ５位決定戦 9:00 女子⑨ 7位決定戦

9:20 女子⑪ ３位決定戦

9:40 女子⑫ 決勝戦

10:10 ＲＳ⑫ 決勝戦 10:20 中学⑪ ３位決定戦

11:10 中学⑫ 決勝戦 11:20 11:00

12:10 終了

７位決定戦 中学⑨ ５位決定戦

終了 終了 終了

9:00 ＲＳ⑩ ７位決定戦 ＲＳ⑨ ５位決定戦

9:20 ＲＳ⑪ ３位決定戦

10:00 中学⑩

時間 プログラム 時間 プログラム 時間

プログラム

ツインAツインAツインAツインA ツインBツインBツインBツインB

（移動）

昼食/アトラクション

選手交流会

K'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアム K'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブ ツインフィールドツインフィールドツインフィールドツインフィールド

終了

時間 プログラム 時間 プログラム 時間

プログラム

ツインAツインAツインAツインA ツインBツインBツインBツインB

（移動） （移動）

終了

終了

K'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアム K'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブ ツインフィールドツインフィールドツインフィールドツインフィールド

（移動）

終了

ツインBツインBツインBツインB

代表者会議

開会式

K'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアムK'sデンキスタジアム K'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブK'sデンキ　サブ ツインフィールドツインフィールドツインフィールドツインフィールド

時間 プログラム 時間 プログラム 時間

プログラム

ツインAツインAツインAツインA



【代表者会議（及び事前確認）】【代表者会議（及び事前確認）】【代表者会議（及び事前確認）】【代表者会議（及び事前確認）】

■日　時：平成２６年９月１3日（土）　　 14:45 ～ 15:30（チーム受付14:00～14:45）

■場　所：ケーズデンキスタジアム水戸　　 茨城県水戸市小吹町２０５８－１

　　　　　

　　　　　ＴＥＬ：029-241-8484　　　ＦＡＸ：029-291-6382

□チーム受付　　14：00～14：45□チーム受付　　14：00～14：45□チーム受付　　14：00～14：45□チーム受付　　14：00～14：45

※ 参加資格者は、チームの登録指導者２名以内です。

それ以外の方は出席できませんのでご注意ください。

□事前確認作業　14：20～14：35□事前確認作業　14：20～14：35□事前確認作業　14：20～14：35□事前確認作業　14：20～14：35

◎提出物◎提出物◎提出物◎提出物

　　＜中学校部活動チーム＞

１． 参加料　20,000円

　　＜ラグビースクールチーム＞

１． スポーツ安全保険等の傷害保険加入者名簿（写し）

２． 保護者の承諾書

３． 参加料　20,000円

※ その他、選手変更がある場合は、「選手登録変更申請書」を提出下さい。

※ すでに事務局にご提出頂いている書類については結構です。

◎お渡しするもの◎お渡しするもの◎お渡しするもの◎お渡しするもの

１． プログラム　（登録候補選手人数＋登録指導者２名分）

２． ＡＤカード　（メンバー表登録選手人数（最大２２名）＋登録指導者２名分

 +セーフティアシスタント1名(登録したチームのみ)

３． 記　念　品　（登録候補選手人数）

４． 運営マニュアル（各チーム４部）

５． 選手交流会用リストバンド（登録役員2名及び登録候補選手）

◎事前作業◎事前作業◎事前作業◎事前作業

チームジャージ（ファースト・セカンド）確認

※ファースト・セカンド　ジャージを持参下さい。

注：事前確認を終了したチームは、交流会参加登録役員・登録候補選手に紙製リストバンドをお渡しください。

交流会への参加には紙製リストバンド着用が必要です。

□代表者会議式次第　14：45～15：30□代表者会議式次第　14：45～15：30□代表者会議式次第　14：45～15：30□代表者会議式次第　14：45～15：30

１． あいさつ

２． 大会役員紹介

３． 大会参加上の注意事項及び連絡事項

４． 競技進行について

５． 競技規則に関する注意事項

６． 健康管理・安全対策・救急処置

７． 各チームジャージ照合

８． アンチ・ドーピングに関する説明

９． 質疑応答、その他



【選手交流会】【選手交流会】【選手交流会】【選手交流会】

□選手交流会□選手交流会□選手交流会□選手交流会

■日時・場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※雨天の場合は２F、コンコース

■会場連絡先

　　　　ケーズデンキスタジアム水戸

　　　　TEL:029-241-8484／FAX:029-291-6382

■参加者　

□受付　

代表者会議の受付時に、チーム登録役員に紙製のリストバンドを、上記対象者の人数分お渡しします。

参加者は、そのリストバンドを付けて頂き、12:00に２Fメインスタンド観客席に来て下さい。

観客席入口にリストバンドをチェックする係の者がいます。

※リストバンドを付けていない指導者・選手は、入場できません。

■式次第

１．開会あいさつ

２．アイスブレイク（名刺交換会）　※白紙のチーム名刺を大会にて用意します。

３．各チーム紹介（１チーム3分以内）

　１）中学生の部　8チーム

　２）スクールの部　8チーム

　３）U１５女子エキシビション　8チーム

４．歓談

５．閉会あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場チーム　登録指導者・登録候補選手

　　　　場所　ケーズデンキスタジアム水戸　メインスタジアム　観客席

第5回全国中学生ラグビーフットボール大会　Ｕ１５女子7人制エキシビジョンマッチ

　　　　９月１4日（日）　　

　　　　12:00　　　集合（2Fメインスタンド）アトラクションをお楽しみください　　

　　　　13:00　～　開始

　　　　14:00　　　終了

第5回全国中学生ラグビーフットボール大会　ＲＳチーム　　登録指導者・登録候補選手

第5回全国中学生ラグビーフットボール大会　中学校チーム　登録指導者・登録候補選手



【開会式】【開会式】【開会式】【開会式】

□大会出場チーム記念撮影（日本協会HP掲載用）□大会出場チーム記念撮影（日本協会HP掲載用）□大会出場チーム記念撮影（日本協会HP掲載用）□大会出場チーム記念撮影（日本協会HP掲載用）

　1）写真撮影は、開会式前（１５：００ ～ １５：３０）に行うので各チーム、１ｓｔジャージを

　着用の上メイングラウンドに集合してください。

　２）各ブロックの優勝チームは、決勝戦の後の表彰式後、ゴールポスト前で、優勝記念の写真撮

　影を行います。

□開会式□開会式□開会式□開会式

　日時：平成２6年９月１3日（土）　１５：４０～

　受付：１５：２０までに、第４ゲートで受付（荷物は各チームの引率者が管理）

　集合・整列：平成２6年９月１3日（土）　１５：３５　上記整列完了

　場所：ケーズデンキスタジアム水戸（雨天時：ケーズデンキスタジアム水戸　２Ｆコンコース）

□式次第（予定）□式次第（予定）□式次第（予定）□式次第（予定）

　１．選手・役員整列 ５．挨拶（主催協会・共催団体・特別協賛社）

　２．選手入場 ６．来賓紹介

　３．開会宣言（　　　　　　　　　） ７．選手宣誓（　　　　　　　　　　主将）

　４．国歌斉唱（　　　　　　　　　） ８．選手退場・役員退場

□留意事項□留意事項□留意事項□留意事項

　１．14：00 ～ 15：20までに受付を済ませ、全員ユニフォームを着用し、写真撮影

　　　を行う。（詳細は「【大会競技進行②】」を参照ください）

　２．荷物は、各チームで管理し、特に貴重品は、チーム引率者が責任を持って管理する。

　３．開会式は、各自個人所有の防暑用の【帽子】【帽子】【帽子】【帽子】を着用し、アップシューズで臨むこと。

　４．選手入場・退場について

　　１）第４ゲートより入場し、バックスタンド側の１５ｍライン上の上記位置に整列。

　　２）チームプラカードを先頭に、２列縦隊で主将・副主将から以降背の高い順で並ぶこ

　　　　と。メインスタンドを見て主将が右。副主将が左。

　　３）司会の「選手入場」のアナウンス後、係員の指示に従いチームプラカードを先頭に、

　　　　1 チームずつ入場行進を行う。

　　４）メインスタンド側５ｍライン沿いに、チームプラカードを先頭に整列。

　　５）司会の「選手退場」で、チームプラカードを先頭に、係員の指示に従い第４ゲート

　　　　方向に、５ｍライン沿いを２チームずつジョギングで速やかに外へ出ること。

　　６）第１試合のチームは、各試合会場に速やかに移動し、試合の準備を行うこと。

チーム受付

選

手

入

場

吹奏楽部

演台

15m15m15m15mラインラインラインライン

5m5m5m5mラインラインラインライン

退 場

※ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞを先頭に主将・副主将、以降

背の高い順で２列縦隊

(中学校８)・(スクール８)・(女子8)

立入禁立入禁立入禁立入禁止止止止

合唱部

第１ゲー第１ゲー第１ゲー第１ゲートトトト

第２ゲー第２ゲー第２ゲー第２ゲートトトト

第３ゲー第３ゲー第３ゲー第３ゲートトトト

第４ゲー第４ゲー第４ゲー第４ゲートトトト

選

手

入

場

大会役員・来賓



【大会競技進行①】【大会競技進行①】【大会競技進行①】【大会競技進行①】

□グラウンド到着時間□グラウンド到着時間□グラウンド到着時間□グラウンド到着時間

　１）競技第１日目は開会式がある為、14時30分までに『ケーズデンキスタジアム水戸』

　　　へ全チーム到着して下さい。

　２）競技第2・３日目はKO時間の６０分前までに各会場へ到着して下さい。

　　　到着次第、チーム責任者は各会場本部にその旨を報告して下さい。

□メンバー表・選手健康確認票の提出期限□メンバー表・選手健康確認票の提出期限□メンバー表・選手健康確認票の提出期限□メンバー表・選手健康確認票の提出期限

　　　選手登録（メンバー表）は試合KO30分前までに、記録テントに提出してください。

　　　選手健康確認票は、チームの会場到着時に各会場本部に提出してください。

　　　（選手登録（メンバー表）は各試合ごと提出、選手健康確認票は１日１回の提出）

「健康管理・安全対策・熱中症対策」を参照下さい。

□ウォーミングアップ□ウォーミングアップ□ウォーミングアップ□ウォーミングアップ

　　　自チーム試合のＫＯ時間７０分前から20分前まで、各会場の指定された

　　　場所で行うことができます。

　　　（但し、競技第２日目の第１試合のチームは、８時から８時４０分までとします。

　　　　競技第３日目の第１試合のチームは、８時００分から８時４０分までとします。）

　１）第１会場(ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞ)で試合を行うチームのウォーミングアップは

　２）第２会場(Ａ・Ｂ)で試合を行うチームのウォーミングアップは、第2会場

　　　に隣接する「河和田市民運動場」で行うことが出来ます。

　　☆最大４チームが使用しますので、限られたスペースを共同で使用して下さい。

　３）試合開始が遅れないよう試合開始１０分前には選手待機場所に戻ってＫＯの準備をし

　　　て下さい。

□ドレスチェックとトス□ドレスチェックとトス□ドレスチェックとトス□ドレスチェックとトス

　　☆ドレスチェックは、ＫＯ時間の２０分前に自チームのウォーミングアップエリア内

　　　で実施します。

　　☆レフリーが順番にチェックしますので、ヘッドギア、肩パット、マウスガード、スパ

　　　イクなどを用意して指定の場所で待機して下さい。

　　☆ドレスチェック後、キャプテン（又はゲームキャプテン）は各会場本部でコイントス

　　　によるＫＯ、サイドを決めます。

□ベンチサイドの割り振り・ベンチ使用□ベンチサイドの割り振り・ベンチ使用□ベンチサイドの割り振り・ベンチ使用□ベンチサイドの割り振り・ベンチ使用

　１）組合せ表の左側に記載されているチームは、中央入場口から入って左側、右側に記載

　　　されているチームは右側のベンチを使用して下さい。

　２）チームの選手、指導者はベンチ内で観戦し、ベンチ区域より出ての指示や観戦は慎ん

　　　で下さい。

　３）試合終了後は直ちにベンチの荷物を片付けて、次の試合のチームに譲り渡して下さい。

　４）次の試合のチームは、前の試合のＫＯ後、指定された次試合チーム待機場所入り、試

　　　合の準備をして下さい。前の試合終了と同時に自チームのベンチに移動し、試合の準

　　　備をして下さい。

　　　ＫＯ時間の７０分前から、自チームベンチ側のインゴールの外側で行うことができます。



【大会競技進行②】【大会競技進行②】【大会競技進行②】【大会競技進行②】

□競技規則□競技規則□競技規則□競技規則

　平成２4年度改訂版（公財）日本ラグビーフットボール協会制定のジュニアラグビー競技

　規則によります。関係諸規則はJRFUサイトに掲示しておりますので、各チーム確認を

　お願いいたします。

・「U15ジュニアラグビー競技規則」「U15ジュニアラグビー競技規則」「U15ジュニアラグビー競技規則」「U15ジュニアラグビー競技規則」

・「U15ジュニアラグビー安全競技基準」「U15ジュニアラグビー安全競技基準」「U15ジュニアラグビー安全競技基準」「U15ジュニアラグビー安全競技基準」

・「U15ジュニアラグビー中学生選手服装規定」・「U15ジュニアラグビー中学生選手服装規定」・「U15ジュニアラグビー中学生選手服装規定」・「U15ジュニアラグビー中学生選手服装規定」

　　　選手登録（メンバー表）は試合KO30分前までに、記録テントに提出してください。

 日本ラグビー協会サイトTOP　→　「ルール（サイト上段のメニュー）」

リンク先ページの中央に一括して掲示されております。

□試合時間□試合時間□試合時間□試合時間

　２０分ハーフとし、ハーフタイムは５分以内とします。

□試合開始□試合開始□試合開始□試合開始

　チームは自チームサイドの10メートルライン上からフィールド内に入り、そのままＫＯのポジショ

　ンについて下さい。試合日程が詰まっていますので、試合前の挨拶は省略します。

□選手交代＝メンバー交代票の提出＝□選手交代＝メンバー交代票の提出＝□選手交代＝メンバー交代票の提出＝□選手交代＝メンバー交代票の提出＝

　☆選手を交代する場合は、グラウンド責任者席まで交代する選手を連れていき、第3ＡＲに

　　メンバー交代票を提出してください。

　　ドクターによる治療のための一時交替も同様です。

　☆第３ＡＲは、レフリーに伝え、レフリーの承諾確認後に交代となります。

□ウォーターボーイの選任□ウォーターボーイの選任□ウォーターボーイの選任□ウォーターボーイの選任

　チームは登録選手の控え選手からウォーターボーイ５名以内を選出しベンチに控えて下さい。

　トライ後のゴールコンバージョン時等に水分補給の為にグラウンド内に入ることができますが、

　競技役員、レフリーの指示に従って、ゲーム進行の妨げにならないよう迅速に対応して下さい。

　　注意：ウォーターボーイは、大会本部指定のビブス（ブルーのビブス・白のＷ記載）を着用して

　　　　　ください。ウォーターボーイは、必要な場合、選手に水分を補給してください。

　　　　　但し、ゲーム進行の妨げにならないよう迅速に対応してください。

□水分補給□水分補給□水分補給□水分補給

　１）事前の水分補給

　　　ウォーミングアップ中から随時、選手への水分の補給を行うよう心がけて下さい。

　　　確認事項（安全対策）：選手にはのどが渇く前に、こまめに水分を取るよう指導して下さい。

　２）ウォーターブレイクの実施

　　　前後半最低１回づつ、ウォーターブレイクを実施します。レフリー、又は試合担当責任者が

　　　指示します。

□ノーサイド・試合終了□ノーサイド・試合終了□ノーサイド・試合終了□ノーサイド・試合終了

　　　ノーサイド・試合終了と共に選手は以下のような方法で相手方チームと交歓して下さい。

　１）相手方ベンチ前の５メートルライン上に整列し、相手方チームに挨拶をする。

　２）相手方ベンチでの挨拶が終わったら、５メートルライン上を味方ベンチ方向にジョギングで

　　　向かい、センターライン上に位置するレフリー、ＡＲに御礼を言い、そのまま相手のチーム

　　　選手交差しながら握手をする。

　３）味方ベンチ前に戻り一礼後、直ちにベンチを片付け、次のチームにベンチを明け渡す。

　　注意：試合終了時の１０メートル上でチームが整列しての挨拶は、行いませんので、ご注意下

　　　　　って下さい。

□整理・片付け・清掃・退出□整理・片付け・清掃・退出□整理・片付け・清掃・退出□整理・片付け・清掃・退出

　試合終了後、退出する場合は、全ての用具、用品の確認、片付け、及びチームが出したゴミだけ

　でなく、施設内に落ちているゴミも含めて整理し、所定の場所へ集積して下さい。

　　　　　さい。試合後のミーティングは、次のチームにベンチを明け渡した後、グラウンドで行



チーム名

住　　所住　　所住　　所住　　所

氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名

携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号

セーフティーセーフティーセーフティーセーフティー

アシスタントアシスタントアシスタントアシスタント

登録番号登録番号登録番号登録番号

【セーフティーアシスタント（旧メディカルサポーター）について】

太陽生命カップ2014　第5回全国中学生ラグビーフットボール大会

セーフティーアシスタント　登録用紙

①大会に参加するチームはセーフティアシスタントを選任し、

　事前に大会本部に登録する。（本登録用紙）

②有資格者不在の場合は大会本部にて、対応するため、その旨報告すること。

③セーフティアシスタントは、マッチドクター席の隣接エリアに待機し、

　その指示に従ってマッチドクターを補助する。

④チーム選任者以外に、セーフティアシスタントは主催者にて各会場1名を配置

する。

⑤セーフティアシスタントは、試合前にマッチドクターに

　セーフティアシスタント認定書を提示する。

⑥セーフティアシスタントが、ベンチに入ることはできない。

⑦セーフティアシスタントは、選手に対する指導・指示をすることはできない。



【大会マナー・試合観戦上のマナー】【大会マナー・試合観戦上のマナー】【大会マナー・試合観戦上のマナー】【大会マナー・試合観戦上のマナー】

□大会参加者の方へ□大会参加者の方へ□大会参加者の方へ□大会参加者の方へ

　　☆　選手を始め、大会に参加する全員が、

　　　朝のおはようございます、昼のこんにちは、感謝のありがとうございます、

　　　帰りの失礼します、という本来の日本社会生活では常識である、挨拶をしっか

　　　りしましょう。

　　　　今大会では、“礼儀と礼節”を重んじた行動を徹底して下さい。

　　　選手登録（メンバー表）は試合KO30分前までに、記録テントに提出してください。

□指導者・引率者の方へ□指導者・引率者の方へ□指導者・引率者の方へ□指導者・引率者の方へ

　　☆　指導者、チーム関係者の方々には「ラグビー競技をとおして青少年の人間形成を支援

　　　する」という謙虚さと誇りを持った行動と言動をしていただくようお願いいたします。

　　☆　勝つことだけに拘らず、本大会では自己（選手自身・指導者を含めたチーム全体）の

　　　姿を見つめて、選手自らが優美に堂々と戦う中で勝利を見いだすこと、相手チームへの

　　　敬意、レフリーへの尊敬と感謝の心を持ち、この精神から生じる最低限のマナーを選手

　　　に指導して下さい。

　　☆　自陣１０メートルラインを越えての指示は控えて下さい。

□試合観戦（試合中）のマナー□試合観戦（試合中）のマナー□試合観戦（試合中）のマナー□試合観戦（試合中）のマナー

　　試合観戦は、以下の事項を遵守いただくよう指導者、チーム関係者、保護者の方に周知し

　　て下さい。

１） ☆第１会場メイン競技場での試合観戦は、メインスタンド・バックスタンド・サイド

　スタンドからお願いします。

☆第１会場サブ競技場での試合観戦は、指定された観覧エリア内もしくは外周フェン

　スの外からお願いします。

　※陸上走路内へ進入しての観戦、フィールド内での観戦は一切できません。

☆第２会場での試合観戦は、観覧席もしくは外周フェンスの外からお願いします。

　※観覧席から降りての観戦は禁止いたします。

２） ＡＤカードを所持した選手、指導者、セーフティーアシスタント、

大会役員以外は管理棟への立入りは出来ません。

３） 指導者、チーム引率者、チーム関係者の方は、味方選手への過度な叱咤激励や指示は

控えて下さい。

４） レフリーのジャッジや、相手方選手への批判や誹謗中傷は巌に慎んで下さい。

５） 選手は指導者の鏡だということを充分にご認識し、節度ある言動をして下さい。

６） 登録された引率指導者の方は、控え選手をまとめて試合中はベンチ内で観戦、指揮監

督をして下さい。

７） チームの登録選手、登録指導者はベンチ内で観戦し、ベンチ区域より前に出ての指示

や観戦は慎んで下さい。　なお、それ以外の方は、スタンドから観戦して下さい。

８） グラウンド正面側（グラウンド責任者席のテント周辺）の10メートルライン⇔10メ

ートルラインの間での選手への指示は控えて下さい。もちろん相手側のベンチ近辺ま

で動いての指示もできません。

９） タッチラインから外側2メートルに設置したフラッグポストよりもグラウンド内側へ

の立ち入りは、禁止いたします（但し、タッチジャッジは除く）。当然、ゴールポス

トに寄りかかっての観戦や選手への指示はできませんのでご注意ください。



【健康管理・安全対策・熱中症対策】【健康管理・安全対策・熱中症対策】【健康管理・安全対策・熱中症対策】【健康管理・安全対策・熱中症対策】

□健康管理・安全対策・熱中症対策のお願い□健康管理・安全対策・熱中症対策のお願い□健康管理・安全対策・熱中症対策のお願い□健康管理・安全対策・熱中症対策のお願い

　チームを引率する指導者の方々には下記の事項を徹底して下さい。

　　＝体調不良の選手に無理をさせず、試合への出場は控えて下さい。＝

　　①選手の身体に想像以上の負担が罹っています。細心な健康管理を心がけて下さい。

　　②選手には、充分な休養時間と睡眠を摂らせるよう指導して下さい。

　　　選手登録（メンバー表）は試合KO30分前までに、記録テントに提出してください。

　　　　☆顔色　　☆瞳（眼球の色・輝き）　　☆体温　　☆肌の色

　　　　☆鼻水　　☆咳　　☆くしゃみ　　☆その他の症状、及び自覚症状

　　③選手だけでなく、観戦者を含む参加者には、のどが渇く前にこまめに水分を摂る

　　　よう指導して下さい。

　　④長時間、炎天下にいないよう、日蔭や管理棟内での休息を充分に取るよう注意し

　　　て下さい。

　　⑤選手の体調が悪い場合、安静にさせ、直ちにドクターの診察を受けて下さい。

　　⑥熱中症の症状と思われる場合は、日蔭で安静にさせ、首筋、わきの下、股間など

　　　を中心に冷却し、ドクターの診察を受けて下さい。

　　⑦熱中症予防の為、帽子の着用を励行するとともに、飲料水を常時携帯し、適切な

　　　水分補給が随時実施できるよう指導してください。

　　⑧麻しん等、感染症が発生した（疑いも含む）場合には直ちに、大会本部まで報告を

　　　してください。

　　　

□選手健康確認票（後日、発送予定）の作成と提出□選手健康確認票（後日、発送予定）の作成と提出□選手健康確認票（後日、発送予定）の作成と提出□選手健康確認票（後日、発送予定）の作成と提出

　13日、14日、15日、選手健康確認書（後日、送付）を作成し、自チームの第1試合の　13日、14日、15日、選手健康確認書（後日、送付）を作成し、自チームの第1試合の　13日、14日、15日、選手健康確認書（後日、送付）を作成し、自チームの第1試合の　13日、14日、15日、選手健康確認書（後日、送付）を作成し、自チームの第1試合の

　３0分前までにメンバー表と一緒に提出して下さい。体調不良の選手は試合に出すことは　３0分前までにメンバー表と一緒に提出して下さい。体調不良の選手は試合に出すことは　３0分前までにメンバー表と一緒に提出して下さい。体調不良の選手は試合に出すことは　３0分前までにメンバー表と一緒に提出して下さい。体調不良の選手は試合に出すことは

　厳禁です。　厳禁です。　厳禁です。　厳禁です。

□その他、本大会危機管理・健康管理マニュアルの周知と履行□その他、本大会危機管理・健康管理マニュアルの周知と履行□その他、本大会危機管理・健康管理マニュアルの周知と履行□その他、本大会危機管理・健康管理マニュアルの周知と履行

　後日発送する本大会危機管理・健康管理マニュアルをお読みいただき、周知徹底して下さい。

□日本ラグビーフットボール協会からの通知確認□日本ラグビーフットボール協会からの通知確認□日本ラグビーフットボール協会からの通知確認□日本ラグビーフットボール協会からの通知確認

　日本ラグビーフットボール協会・安全対策推進委員会の「夏季の練習についての注意」

　をホームページにて確認し、チーム関係者の方々に周知徹底して下さい。

・「夏季の練習についての注意ならびに夏合宿に向けて」「夏季の練習についての注意ならびに夏合宿に向けて」「夏季の練習についての注意ならびに夏合宿に向けて」「夏季の練習についての注意ならびに夏合宿に向けて」

・「熱中症を予防するために」・「熱中症を予防するために」・「熱中症を予防するために」・「熱中症を予防するために」

・「雷に関する注意」「雷に関する注意」「雷に関する注意」「雷に関する注意」

・「脳振盪が疑われたら」「脳振盪が疑われたら」「脳振盪が疑われたら」「脳振盪が疑われたら」

日本ラグビー協会公式サイトTOP  → 「夏季の練習についての注意（左手下段の青いバナー）」

にて上記案内をまとめておりますので、ご確認ください。



【緊急時の対応、大会の中断・中止】【緊急時の対応、大会の中断・中止】【緊急時の対応、大会の中断・中止】【緊急時の対応、大会の中断・中止】

□安全対策と緊急時の対応のお願い□安全対策と緊急時の対応のお願い□安全対策と緊急時の対応のお願い□安全対策と緊急時の対応のお願い

　１）体調不良の生徒は、試合への出場を控えて下さい。

　２）試合時間中は、グラウンドにドクターが待機し、現場において応急の医療処置を施

　　　します。

　　☆けが人が出た場合は、直ちにドクターの診察を受けて下さい。

　　☆選手の体調が悪い場合は、直ちにドクターの診察を受けてください。

　３）けが人が出て救急車の出動を要請する場合は、大会の試合グランド内では、担当ド

　　　選手登録（メンバー表）は試合KO30分前までに、記録テントに提出してください。

　　　なお、その他の場所の場合は以下の対応を推奨します。

　　☆ケーズデンキスタジアム内：第１会場大会本部（大会時間外はケーズデンキスタジ

　　　アム管理事務所）に連絡する。

　　☆ツインフィールド及び河和田市民運動場内：第２会場大会本部（大会時間外はツイ

　　　ンフィールド管理事務所）に連絡する。

　　☆それ以外の施設、及び宿舎等：１１９番通報をし、大会本部に連絡する。

《後方支援病院》

　　◎独立行政法人 国立病院機構水戸医療センター

　　　『住所：茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280』『℡：029-240-7711』

　　◎筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連総合病院水戸協同病院

　　　『住所：茨城県水戸市宮町3-2-7』　　　　『℡：029-231-2371』

□大会の中断・中止□大会の中断・中止□大会の中断・中止□大会の中断・中止

　１）一時中断

　　　雷雨や台風、大雨、或いは地震などの天災、高温等によって、大会参加者に危険が

　　　あると判断した時は、大会を一時中断します。

　　　一時中断の場合、その後の日程等は以下のとおりとします。

　　　　但し、最終的には現地大会本部の決定に委ねます。

　　☆再開時間から換算し、施設の閉門時間を限度に当日中の予定試合は時間を繰り下げ

　　　て実施する。

　　☆第１日目の中断で、再開時間から換算して閉門時間までに当日の試合が終了できな

　　　い場合は、翌日の９時から同試合を実施する。その場合は、当該チームの２日目に

　　　予定している試合を繰り下がると同時に１７分ハーフに試合時間を短縮する等の措

　　　置を取ることを検討するが、遅延は中学生の生活管理に支障がない範囲とし、大会

　　　の継続が困難となった場合、又は大幅に帰郷が遅れることが想定され、これ以上の

　　　試合の実施が困難な場合などは、それ以降の試合を中止する。

　２）中止の場合の残り試合の措置

　　　大会中止の場合、第１日目に予定している第１回戦４試合が全て終了している場合

　　　は、それ以降の試合は全て引き分けとします。

　　　また、第１回戦４試合が終了していない場合は、実施した試合のみを記録します。

　「一時的な中断、中止の伝達と迅速な対応のお願い」　「一時的な中断、中止の伝達と迅速な対応のお願い」　「一時的な中断、中止の伝達と迅速な対応のお願い」　「一時的な中断、中止の伝達と迅速な対応のお願い」

　　　大会の中止、一時中断は大会本部から参加チームに伝達します。また、各会場では

　　　放送によるアナウンスで周知します。この場合、参加者は直ちに大会本部の指示に　

　　　従って行動して下さい。特に雷雨時については、迅速に安全な建物（各会場の管理

　　　棟内やバス、自家用車への避難を徹底して下さい。

　　　



【交通のご案内】【交通のご案内】【交通のご案内】【交通のご案内】

　■高速道路案内

　■東京からの交通案内



【会場周辺の交通案内】【会場周辺の交通案内】【会場周辺の交通案内】【会場周辺の交通案内】

　　□高速道路をご利用の場合

▼常磐自動車道『水戸IC』より50号バイパス『大洗方面』へ約10分

　　□公共交通機関及びタクシーをご利用の場合

▼JR水戸駅下車、水戸駅北口６番のりばより大会臨時バスにて『ケーズデンキスタジアム

　水戸』下車

※「臨時バス運行のご案内」ページをご確認ください。

▼JR赤塚駅下車、南口よりタクシーで約10分

▼JR水戸駅下車、南口よりタクシーで約20分

　　□茨城空港をご利用の場合

▼北関東自動車道『茨城空港北IC』より『友部JCT』を経由し常磐自動車道『水戸IC』へ

　※詳細は「茨城空港」のサイトをご覧下さい。



【水戸駅のご案内】【水戸駅のご案内】【水戸駅のご案内】【水戸駅のご案内】

　■水戸駅構内地図

　■水戸駅バス乗り場地図



【臨時バス運行のご案内】【臨時バス運行のご案内】【臨時バス運行のご案内】【臨時バス運行のご案内】

□臨時バス□臨時バス□臨時バス□臨時バス

■水戸駅発■水戸駅発■水戸駅発■水戸駅発

ケーズデンキスタジアム水戸行

水戸駅北口　6番乗場
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① ② ③

④ ⑤ ⑥

■ケーズデンキスタジアム水戸発■ケーズデンキスタジアム水戸発■ケーズデンキスタジアム水戸発■ケーズデンキスタジアム水戸発
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１4日(日) 8:50 9:30 10:10
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14:10 14:50 15:30

14:50

15:40

17:40

15:00

17:00

17:30

12:10

8:10 8:50 9:30

行 先

乗 場

１3日(土)

１5日(月)

14:00

16:20

１4日(日)

16:10

18:10

10:10

運 行 期 日

所 要 時 間

バ ス 会 社

料 金

約３５分（水戸駅北口　⇔　ケーズデンキスタジアム水戸）

平成26年8月13日（土）・14日（日）・15日（月）

関東鉄道株式会社

片道　４８０円

12:10

8:50

10:50

16:10

18:10

16:50

16:50

18:50

１3日(土)

行 先

乗 場

水戸駅北口

ケーズデンキスタジアム水戸　バス乗場（正面ロータリー）

１5日(月) 10:10

15:30

17:30

19:30

14:10

8:10

10:10

8:50

10:50

9:30

11:30

18:50

12:50

9:30

11:30

12:50 13:30



【無料シャトルバス運行のご案内】【無料シャトルバス運行のご案内】【無料シャトルバス運行のご案内】【無料シャトルバス運行のご案内】

約８分（ケーズデンキスタジアム水戸　⇔　ツインフィールド）

　　　　

① ② ③

④ ⑤

① ② ③

④ ⑤ ⑥

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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① ② ③
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① ② ③
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11:40 12:20

9:00 9:40 10:20

11:40 12:20

15日(日) 9:00

1５日(月)

11:00

16日(月)

11:00

10:00

10:40 11:20 12:00

8:40

1４日(日) 8:40 9:20 10:00

16:20

17:40

■ケーズデンキスタジアム水戸発　⇒　ツインフィールド行■ケーズデンキスタジアム水戸発　⇒　ツインフィールド行■ケーズデンキスタジアム水戸発　⇒　ツインフィールド行■ケーズデンキスタジアム水戸発　⇒　ツインフィールド行

バス乗場：第3駐車場前

10:40 11:20 12:00

9:20

　観覧者の皆様の会場間の移動は、シャトルバス（無料）をご利用ください。

15:20

17:20

16:00

18:00

16:40

※各会場では、駐車場の混雑が予想されます。

14日(土)

9:40 10:20

□一般観覧者用（無料）バス□一般観覧者用（無料）バス□一般観覧者用（無料）バス□一般観覧者用（無料）バス

バス乗場：ケーズデンキスタジアム　サブ競技場入口

■ツインフィールド発　⇒　ケーズデンキスタジアム水戸行■ツインフィールド発　⇒　ケーズデンキスタジアム水戸行■ツインフィールド発　⇒　ケーズデンキスタジアム水戸行■ツインフィールド発　⇒　ケーズデンキスタジアム水戸行

1３日(土) 15:00

17:00

15:40

運行期日

所要時間

平成26年9月13日（土）・14日（日）・15日（月）
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