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第７回大会レポート 

 

「第７回海老名市ガールズラグビーフェスティバル」は、2018年 4月 28日(土)、海老名運動公園と海

老名市・中野公園人工芝グラウンド・中野多目的広場ラグビー場の 3会場にて開催されました。 

 

神奈川県に女子のラグビー大会が今まで無かったことから、神奈川県でもぜひやりたいという声に応え、

2012年 4月に海老名で第 1回の大会を開催しました。今年多くの小中学生・高校生選手に参加い

ただき、神奈川県内の女子ラガーに加え、三重県、石川県、山梨県、静岡県、新潟県、長野県また

愛知県からは初めての参加、さらに関東各都県から参加申し込みがあり、小学生から高校生まで初め

て 500 の大台を超える 502 名もの女子選手が集まりました(第 1 回大会は 123 名、第 2 回大会は

292名、第 3回大会は 342名、第 4回は 375名、第 5回は 362名、第 6回は 429名が参加)。 

 

また今回初めて海外女子チーム香港の HKU Sandy Bay RFC が参加され、U15のカテゴリーで出場し、

日本の女子選手との交流も行われました。海老名市ガールズラグビーフェスティバルは、個人参加も、

所属チーム単独では 1 チームに満たない選手数であっても参加出来る仕組みで運営をしております。 

選手の申込みを受け大会本部がカテゴリー別にチーム編成を行い、普段単独でチームが組めずに女

子だけでは試合が出来ない選手達にとっては、思いっきり女子だけで試合が出来る大会です。 

 

当日は、快晴で初夏の陽気のラグビー日和でした。 

海老名運動公園では、高校生の 7 人制の試合を 11 試合、中野多目的広場ラグビー場では、中学

生の 12 人制の試合を 7 試合、中野公園人工芝グラウンドでは、小学生の試合を 33 試合が行われ

位、３会場で合計 51 試合が行われました。 武田小三郎 海老名市ラグビーフットボール協会会長の

開会宣言に続き、内野優 海老名市長からお祝いと激励を頂きフェスティバルが始まりました。開会式

後には元ラグビー日本代表選手大西将太郎さんのラグビークリニックが行われ、和やかな雰囲気でスタ

ートした高校生の部でしたが、試合が始まると女子選手の気合がぶつかり合う、激しく、ハイレベルな試

合が繰り広げられました。 

 

各カテゴリーの試合で好プレーが随所に見られ、回を重ねるたびにスキルが向上しているのが目に見えて

わかります。そして、男子に負けないスピードとスピリッツを見せてくれました。 

高校生の参加も多く、中学生の時からこの本大会に参加し、高校生になってもラグビーを続けている選

手が多くいることがわかりました。小学生の U12の試合では、前回に引き続きトーナメント形式を採用し、

参加した選手からは好評の声を多数いただきました。 
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アンケートでは、多くに地域の女子選手たちと戦い交流を持てたことに対して多くの「よかった」との回答

をいただきました。高校生は、また、多くの参加選手・指導者の方から「来年以降もぜひ継続して開催

して欲しい」との声が寄せられ第 8回大会へ大きな期待が寄せられました。 

毎年 GW 期間中に開催される本大会で友達になった選手と再会するのが楽しみで参加してくれる女

子選手も少なくありません。今後とも女子プレーヤーの育成及び選手同士の交流を深めつつ、女子ラ

グビーの普及・発展を目指し務めてまいります。 

 

第1回～第7回大会参加地域マップ

第7回大会に香港からU15女子チームが参加
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海老名市ガールズラグビーフェスティバル参加人数の推移
第7回 第6回 第5回 第4回 第3回 第2回 第1回

17

95 80 51 95 59 47

128 123 91 85 78 47 18

279 226 220 195 188 198 105

502 429 362 374 342 292 123

第1回概要 開催日：2012年4月28日(土)

小中学生のみで開催

神奈川、東京、埼玉のスクール生が参加

グラウンドは海老名市陸上競技場1面

第2回概要 開催日：2013年4月27日(土)

参加対象を高校生まで広げる

高校生47名参加

新たに千葉、茨城、群馬、静岡、山梨、石川、島根から参加していただいた

グラウンドは海老名市陸上競技場＋ゼロックスグランドの計2面で開催

第3回概要 開催日：2014年5月3日(土)

参加対象を大学、社会人まで広げる

シニア17名参加、中学生の参加人数が伸びる

オリンピックの影響と思われるが、中学でも継続する女子が増えている

新たに大阪、長野、山形から参加していただき、さらに参加範囲広がる。

グラウンドは海老名市陸上競技場＋中野公園人工芝グラウンドの計2面で開催

第4回概要 開催日：2015年5月2日(土)

シニアチームは太陽生命カップの大会後でもあり故障者が多く、試合を組めず

各カテゴリとも参加人数が増えており、今年は高校生が大幅に増えた

参加都道府県

　石川 茨城 岩手 大阪 神奈川 群馬 埼玉

　静岡 島根 千葉 東京 栃木 山形 山梨

グラウンドは海老名市陸上競技場＋中野公園人工芝グラウンドの計2面で開催

第5回概要 開催日：2016年4月30日(土)

小中学生の参加人数がさらに増えた。

参加都道府県

　石川 宮城 群馬 茨城 千葉 埼玉

　東京 神奈川 山梨 長野 静岡

グラウンドは海老名市陸上競技場＋中野公園人工芝グラウンドの計2面で開催

第6回概要 開催日：2017年4月29日(土)

はじめて参加人数が400名を超えた。

参加都道府県

　石川 山形 新潟 三重 静岡 山形

　東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 茨城

グラウンドは海老名市陸上競技場＋中野公園人工芝グラウンドの計2面で開催

第7回概要 開催日：2018年4月28日(土)

参加人数が500名を超えた。

参加都道府県

  石川 新潟 愛知 三重 長野 静岡

  山梨 埼玉 東京 神奈川 千葉 群馬 茨城

海外（香港）から初参加

グラウンドは海老名市陸上競技場＋中野公園人工芝グラウンド

+中野多目的広場ラグビー場の計3面で開催

計

シニア

高校生

中学生

小学生
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海老名運動公園陸上競技場での高校生の部の開会式 

 

 

  

 元ラグビー日本代表選手大西将太郎さんのラグビークリニック 

キックの実演を交え、いろんなスキルを教えてくださいました。 
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普段の練習の成果を出せたのではないでしょうか。 

ナイスタックルが多く見られました。 

 

 

 

  

 

  

香港のチームとの対戦は、お互いによい経験とな

りました。 
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小学生女子ラガーも年々増えてきています。 

この中にはオリンピック選手やワールドカップに選ばれる選手が何人もいるはず。将来が楽しみです。 

 

 

 

大会の夜、香港 HKU Sandy Bay RFC を招いたレセプションパーティを開催し、神奈川、東京の中学生と国

際交流を図り、楽しいひと時を過ごしました。 
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<< 協賛企業・個人協賛紹介 >> ※順不同・敬称略 

NPO 法人ヒーローズ   

株式会社 タイセイ・ハウジー   

時田建設株式会社   

株式会社 向隆   

株式会社 REKIDS   

関東学院大学ラグビー部   

栗田工業ラグビー部   

東海大学付属相模高等学校ラグビー部  

関東学院六浦中高女子ラグビー部   

合同会社 チェイスラグビーアカデミー  

一般社団法人 ラグビーパークジャパン  

駒澤大学ラグビー部   

NEC グリーンロケッツ   

東海大学体育会ラグビーフットボール部 

日野自動車 レッドドルフィンズ   

三菱重工相模原ダイナボアーズ   

サントリーフーズ・サンデルフィス  

スポーツショップ GALLERY・2 海老名店  

トリコロール 横浜店   

カンタベリーショップ ららぽーと横浜店  

オークラフロンティアホテル海老名  

株式会社 マイ建築構造   

株式会社 スモット   

十間坂接骨院   

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社  

雪印メグミルク株式会社 海老名工場  

アサヒ飲料カルピス営業本部   

近代化学株式会社・有限会社ジェイコス 

コフティ株式会社  

 

麻生ラグビースクール 

厚木ラグビースクール 

鎌倉ラグビースクール 

川崎市ラグビースクール 

藤沢ラグビー蹴球倶楽部・藤沢ラグビースクール 

相模原ラグビースクール 

茅ヶ崎ラグビースクール 

大和ラグビースクール 

横須賀市ラグビースクール 

横浜ラグビースクール 

グリーンクラブラグビースクール 

田園ラグビースクール 

県央ラグビー蹴球倶楽部 

 

牧野義之 

 

 


