
2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル（中学生の部）

試合会場：海老名市中野多目的広場ラグビー場

対象：中学生(12人制)

開催日：2019年4月27日（土）

試合前のトスはありません

KickOff　川に向かって右側のチーム
ベンチ　川に向かって左側 ベンチ　川に向かって右側
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閉会式 15:50 人工芝グラウンド

受付・開会式・閉会式は人工芝G

代表者会議は開会式後、河川敷Gにて行います。



第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル　U15

合計 U15 計 62

神奈川PRINCESS　Ｕ１５　Ａｐｐｌｅ＋関東六浦16

1 丹治胡春 タンジコハル 2005/1/13 501956347 中3 茅ケ崎ラグビースクール（FW）

2 西　夏穂 ニシ　カホ 2004/08/10 502271062 中3 相模原ラグビースクール

3 唯野　文香 タダノ　フミカ 2004/5/13 500312025 中3 厚木ラグビースクール

4 松田　向日葵 マツダ　ヒマワリ 2004/8/2 500000345 中3 大和ラグビースクール

5 高橋　夢来 タカハシ　ユララ 2004.12.3 中3 横浜ラグビースクール

6 日吉響音 ヒヨシコトネ 2005/7/23 502210429 中2 藤沢ラグビースクール

7 萩原 凛 ハギワラリン 2006/2/28 502210437 中2 藤沢ラグビースクール

8 中村 江里 ナカムラ エリ 2005/05/20 500390838 中2 藤沢ラグビースクール

9 三浦　日菜乃 ミウラ　ヒナノ 2005/11/29 500128080 中2 相模原ラグビースクール

10 塩貝彩凪 シオガイサヤナ 2005/12/9 502443931 中2 茅ケ崎ラグビースクール（FW）

11 財間　沙々菜 ザイマ　サザナ 2005/11/11 501748039 中2 大和ラグビースクール

12 田中　凛 タナカ　リン 2006.2.18 501637568 中2 横浜ラグビースクール

13 麻生 来海 アソウ クルミ 中3 関東学院六浦中学校

14 杉山 雫季 スギヤマ シズキ 中3 関東学院六浦中学校

15 平野　ちひろ ヒラノ　チヒロ 中２ 関東学院六浦中学校

16 細合　智羽 ホソアイ　トモハ 中２ 関東学院六浦中学校

神奈川PRINCESS　Ｕ１５　Ｂａｎａｎａ＋東京17

1 山本　侑衣菜 ヤマモト　ユイナ 2004/12/18 500128628 中3 相模原ラグビースクール

2 小沢　空歌 オザワ　ソラカ 2004/09/23 501371477 中3 相模原ラグビースクール

3 中村　果歩 ナカムラ　カホ 2004/5/29 501147254 中3 厚木ラグビースクール

4 田中　沙弥香 タナカ　サヤカ 2004.12.19 中3 横浜ラグビースクール

5 上野　花珠 ウエノハナミ 2005/4/25 502237458 中2 鎌倉ラグビースクール

6 内田すみれ ウチダスミレ 2005/7/15 501235048 中2 藤沢ラグビースクール

7 中村 朱里 ナカムラ ジュリ 2005/05/20 500390825 中2 藤沢ラグビースクール

8 長野　桃香 ナガノ　モモカ 2005/07/23 500128097 中2 相模原ラグビースクール

9 熊澤　彩乃 クマザワ　アヤノ 2005/07/21 501863409 中2 相模原ラグビースクール

10 八尋 瑛 ヤヒロ アキラ 2005/9/14 501467043 中2 川崎市ラグビースクール

11 小林　子都花 コバヤシコトハ 2006/3/22 中2 横須賀市ラグビースクール　BK

12 菊池　彩音 キクチ　アヤノ 2005/12/7 中2 横浜ラグビースクール

13 清原　百々菜 キヨハラ　モモナ 2004/8/17 502598686 中3 練馬ラグビースクール　ＷＴＢ

14 野澤　菜月 ノザワ　ナツキ 2005/10/23 501644968 中2 練馬ラグビースクール　ＳＨ・ＷＴＢ

15 向折戸　凜 ムカイオリト　リン 2005/10/7 501306641 中2 練馬ラグビースクール　ＷＴＢ

16 川勝　瑛萬 カワカツ　エマ 2005/6/9 502470811 中2 世田谷区・杉並少年ラグビースクール

17 松村　美咲 マツムラ　ミサキ 2005/3/6 501120243 中3 世田谷区・杉並少年ラグビースクール BK 4/23追加



第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル　U15

合同U15-A 14

1 三好志歩 ミヨシ　シホ 2004/10/19 501485514 中3 山梨県RS　ＢＫ

2 小池真莉香 コイケ　マリカ 2005/7/30 501325426 中2 山梨県RS　ＦＷ

3 平山有香 ヒラヤマ　ユウカ 2006/2/19 502209028 中2 かえでRS　ＦＷ

4 須田　紅葉 スダ　クレハ 2005/9/9 500776806 中２ 群馬プライムス（高崎RC）

5 山口　桃佳 ヤマグチ　モモカ 2005/10/03 500776813 中２ 群馬プライムス（高崎RC）

6 松岡　美唯菜 マツオカ　ミイナ 2006/03/26 501339520 中２ 群馬プライムス（高崎RC）

7 島本　星凜 シマモト　キラリ 2004/07/18 500776652 中３ 群馬プライムス（高崎RC）

8 大塚　薫乃 オオツカ　ユキノ 2005/01/01 500776722 中３ 群馬プライムス（高崎RC）

9 原田　紗羽 ハラダ　サワ 2005/03/12 500776755 中３ 群馬プライムス（高崎RC）

10 金井　夢 カナイ　ユメ 2004/5/7 501192358 中３ 群馬プライムス（シルクスRS）

11 金子　瑛 カネコ　アキラ 2004/6/17 501463277 中３ 群馬プライムス（シルクスRS）

12 佐藤　未悠 サトウ　ミユ 2004/7/22 501820623 中３ 群馬プライムス（シルクスRS）

13 長島　菜々花 ナガシマ　ナナカ 2005/3/6 501376207 中3 茨城ラグビーガールズU15CO, CTB, WTB

14 石嶋　咲月 イシジマ　サツキ 2005/4/16 501752668 中２ 茨城ラグビーガールズU15CTB, WTB, SO

合同U15-B 15

1 小玉　陽菜 コダマ　ヒイナ 2005/6/24 501324921 中2 ARUKAS ACADEMY (FW)

2 橋本　佳乃 ハシモト　カノ 2005/5/21 502467053 中2 ARUKAS ACADEMY (FW)

3 九鬼　苺花 クキ　イチカ 2005年 11月 7日 502280459 中2 ARUKAS ACADEMY (CTB, WTB, FB)

4 金子　茉央 カネコ　マヒロ 2006年 1月 11日 502094663 中2 ARUKAS ACADEMY (SH, WTB)

5 加藤　璃子 カトウ　リコ 2006/2/17 502168730 中2 ARUKAS ACADEMY (FW, CTB)

6 長久　優希 ナガク　ユウキ 2006/2/3 502168752 中2 ARUKAS ACADEMY (WTB)

7 丸山　希香 マルヤマ　ノノカ 2006/3/23 501823088 中2 ARUKAS ACADEMY (CTB, WTB, FB)

8 寺山　佐与 テラヤマ　サヨ 2006/3/14 501219131 中2 ARUKAS ACADEMY (HO)

9 福田　真白 フクダ　マシロ 2004/5/6 501359675 中3 ARUKAS ACADEMY (FW, SO, CTB)

10 松井　菜南 マツイ　ナナミ 2004/5/7 501484877 中3 ARUKAS ACADEMY (CTB, WTB)

11 柳　志穂 ヤナギ　シホ 2004/6/9 501363662 中3 ARUKAS ACADEMY (FW)

12 丸山　里淑 マルヤマリズム 2002/4/7 500141149 中３ 南信州Jrラグビースクール

13 丸山　萌仁果 マルヤマモニカ 2002/4/7 500141133 中３ 南信州Jrラグビースクール

14 久家敢巳 クゲイサミ 2004/7/14 中3 印西ラグビースクール

15 織田　理 オダ サト 2005/6/9 500035654 中2 印西ラグビースクール



第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル　U13

合計 46

神奈川PRINCESS　Ｕ１３
1 山本　梨月 ヤマモト　リヅキ 中1 相模原ラグビースクール

2 金子　美月 カネコ　ミヅキ 中1 相模原ラグビースクール

3 伊藤　美結 イトウ　ミユ 中1 小田原ラグビースクール

4 戸澤 春乃 トザワ ハルノ 中1 藤沢ラグビースクール

5 山下　若菜 ヤマシタ　ワカナ 中1 横浜ラグビースクール

6 山岡　絢美 ヤマオカ　アヤミ 中1 横浜ラグビースクール

7 髙田　明里 タカダアカリ 中1 横須賀市ラグビースクール　FW

8 髙橋　あいり タカハシアイリ 中1 横須賀市ラグビースクール　SH

9 髙橋　みひろ タカハシミヒロ 中1 横須賀市ラグビースクール　BK

10 田中　あやり タナカアヤリ 中1 横須賀市ラグビースクール　FW

11 前田　成実 マエダナルミ 中1 横須賀市ラグビースクール　SH/BK

12 洲崎紗弥香 スザキサヤカ 中1 神奈川女子ジュニア

13 山田桃子 ヤマダモモコ 中1 神奈川女子ジュニア

14 村井田怜花 ムライダレイカ 中1 神奈川女子ジュニア

合同U13-A
1 吉田　采生 ヨシダ　アイ 中１ 世田谷区・杉並少年ラグビースクール

2 杉本　姫菜乃 スギモト　ヒナノ 中１ ブレイブルーパス府中ジュニアラグビークラブ/ポジションCTB

3 石嶋　花奈 イシジマ　ハナ 中１ 茨城ラグビーガールズU15CTB, WTB, SO, FB

4 木村　優心 キムラコノカ 中1 茨城ラグビーガールズU15FW, SO, WTB, FB

5 市瀬　優理 イチノセ　ユウリ 中1 茨城ラグビーガールズU15WTB, SH, FB

6 宮田 そら ミヤタ ソラ 中1 茨城ラグビーガールズU15FW, SH

7 原　愛里 ハラ　アイリ 中1 関東学院六浦中学校

8 瀬戸　萌仁加 セト　モニカ 中1 関東学院六浦中学校

9 佐藤志織 サトウ　シオリ 中1 かえでラRS　ＢＫ

10 相川らいみ アイカワ　ライミ 中1 都留RS　ＢＫ

11 榎本千里 エノモト　チサト 中1 都留RS　ＢＫ

12 （山室紅葉） ヤマムロ　クレハ 中1 都留RS

13 （並木心愛） ナミキ　ココア 中1 都留RS

14 横川　真優 ヨコカワ　マヒロ 中１ ARUKAS ACADEMY (SH, SO, WTB)

15 佐藤　以和 サトウ　モカ 中１ ARUKAS ACADEMY (FW, CTB)

16 森田　玲央 モリタレオ 中１ 多摩Ｒ＆Ｂラグビークラブ 4/22追加

17 加藤　碧 カトウ　アオイ 中１ BK 4/23追加



第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル　U13

合同U13-B
1 佐野　美月 サノ　ミヅキ 中１ 新潟市ジュニアラグビースクール（ＦＷ）

2 高野　千草 タカノ　チグサ 中１ 新潟市ジュニアラグビースクール（ＢＫ）

3 石原　櫻子 イシハラ　サクラコ 中１ 新発田ラグビースクール（ＷＴＢ・ＦＢ）

4 幸内　美歩 コウウチ　ミホ 中１ 中条ラグビースクール（ＢＫ）

5 島本　慧叶 シマモト　ケイト 中１ 群馬プライムス（高崎RC）

6 関口　歩里 セキグチ　ホノリ 中１ 群馬プライムス（前橋RS）

7 竹内　碧美 タケウチ　アミ 中１ 群馬プライムス（前橋RS）

8 須永　彩葉 スナガ　イロハ 中１ 群馬プライムス（シルクスRS）

9 二出川 知香 ニデガワ チコ 中1 千葉市ラグビースクール

10 石川　そな イシカワ ソナ 中1 千葉市ラグビースクール

11 川口  楓月 カワグチ  フヅキ 中1 市川ラグビー少年団りとるキング  CTB,WTB

12 丸金  幸来 マルカネ  サラ 中1 市川ラグビー少年団りとるキング  WTB

13 西　穂乃香 ニシ ホノカ 中1 印西ラグビースクール

14 岩佐 柚加子 イワサ ユカコ 中1 ビッグブルー・ジュニアFW

15 萩田 未来琉 ハギタ ミクル 中1 ビッグブルー・ジュニアBK



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル（小学生の部）

試合会場：海老名市中野公園人工芝グラウンド

対象：小学生(U12、U10)

開催日：2019年4月27日（土）

基本的にAR(タッチジャン）は各チームから出してもらいますが、もし不在の場合はレフリー担当者で対応します。

コイントスは試合前３分前にグラウンド横で行ってください。

試合
確保

時間
ｸﾗｽ ﾚﾌﾘｰ 試合

確保

時間
ｸﾗｽ ﾚﾌﾘｰ

0:27 U12
(10-3-10)

ARUKAS ACADEMY ① 山梨fujiyama fairy’s 0:27 U10
(10-3-10)

東京シャイニングガールズ（中

学年B）
①

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Ａ

ｐｐｌｅ＋

長岡RS

0:27 U12
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ１

２　Ａｐｐｌｅ
②

東京シャイニングガールズ（高

学年A）＋

ブレイブルーパス府中JRC

0:27 U10
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ１０

Ｂａｎａｎa
②

山梨fujiyama fairy’s+

茨城U12

0:27 U12
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ１

２　Ｂａｎａｎａ
③

群馬プライムス＋

裾野RS
0:27 U10

(10-3-10)
千葉タイフーンズＢ ③

東京シャイニングガールズ（中学年

A）+

多摩RS ＋ 葛飾RS

0:27 U12
(10-3-10)

千葉ハリケーンズA+

中条RS+ニシカンJRFC
④

東京シャイニングガールズ（高

学年B）+

沼津RS ＋ 葛飾RS

0:27 U10
(10-3-10)

千葉タイフーンズＡ ④
神奈川PRINCESS　Ｕ１０

Diamond

0:27 U12
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ１

２　Chocolate
⑤

千葉B+新潟市Jr.RS+

新発田RS+名古屋RS
0:27 U10

(10-3-10)
①の敗者 ⑥ ②の敗者

0:27 U12
(10-3-10)

①の敗者 ⑥ ②の敗者 0:27 U10
(10-3-10)

千葉タイフーンズＢ ⑥
神奈川PRINCESS　Ｕ10

Chocolate＋

沼津RS

0:27 U12
(10-3-10)

③の敗者 ⑦ ④の敗者 0:27 U10
(10-3-10)

千葉タイフーンズＡ ⑦
東京シャイニングガールズ（中学年

C）+ARUKAS ACADEMY+葛

飾RS

0:27 U12
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ１

２　Chocolate
⑧

茨城ラグビーガールズ

U12+

川口RS+文京RS

0:27 U10
(10-3-10)

①の勝者 ⑨ ②の勝者

0:27 U12
(10-3-10)

①の勝者 ⑨ ②の勝者 0:27 U10
(10-3-10)

神奈川PRINCESS　Ｕ10

Chocolate＋

沼津RS

⑨
東京シャイニングガールズ（中学年

A）+

多摩RS ＋ 葛飾RS

0:27 U12
(10-3-10)

③の勝者 ⑩ ④の勝者 0:27 U10
(10-3-10)

東京シャイニングガールズ（中学年

C）+ARUKAS ACADEMY+葛

飾RS

⑩
神奈川PRINCESS　Ｕ１０

Diamond

0:27 U12
(10-3-10)

茨城ラグビーガールズU12+

川口RS+文京RS
⑪

千葉B+新潟市Jr.RS+

新発田RS+名古屋RS

時間 Ａ面 時間 Ｂ面

開場 9:00

開会式 9:50

代表者会議 10:10

受付 9:15

第１試合 10:30 ～ 10:57第１試合 10:45 ～ 11:12

～ 11:24第２試合 11:12 ～ 11:39 第２試合 10:57

第３試合 11:24 ～ 11:51第３試合 11:39 ～ 12:06

～ 12:18第４試合 12:06 ～ 12:33 第４試合 11:51

第５試合 12:18 ～ 12:45第５試合 12:33 ～ 13:00

～ 13:12第６試合 13:00 ～ 13:27 第６試合 12:45

第７試合 13:12 ～ 13:39第７試合 13:27 ～ 13:54

～ 14:06第８試合 13:54 ～ 14:21 第８試合 13:39

第10試合 14:48 ～ 15:15 第10試合 14:33

第９試合 14:06 ～ 14:33第９試合 14:21 ～ 14:48

閉会式

解散

第11試合 15:15 ～ 15:42

～ 15:00

15:50

16:30



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル（小学生の部）

２０１９年４月２7日（土）　中野公園人工芝G

U12

Aグループ

Bグループ

Cグループ

千葉ハリケーンズB+

新潟市Jr.RS+新発田RS+名古屋RS

⑦

ARUKAS ACADEMY

山梨fujiyama fairy’s

⑥

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Ａｐｐｌｅ

①

②

③

④

神奈川PRINCESS

Ｕ１２

Chocolate

千葉B+

新潟市Jr.RS+新発

田RS+名古屋RS

東京シャイニングガールズ（高学年A）＋

ブレイブルーパス府中JRC

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Ｂａｎａｎａ

群馬プライムス＋

裾野RS

千葉ハリケーンズA+

中条RS+ニシカンJRFC

東京シャイニングガールズ（高学年B）+

沼津RS + 葛飾RS

⑨

⑩

⑧

⑪

茨城12+

川口RS+文京

RS

⑤

⑧

⑤

⑪

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Chocolate

茨城ラグビーガールズU12+

川口RS+文京RS

初戦で同点の場合は、ノーサイドの時点で

試合に参加した9人同士でじゃんけんを

勝った人数が多い方が⑨の試合へ進出

初戦で同点の場合は、ノーサイドの時点で

試合に参加した9人同士でじゃんけんを

勝った人数が多い方が⑩の試合へ進出



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル（小学生の部）

２０１９年４月２7日（土）　中野公園人工芝G

U10

Aグループ

Bグループ

Cグループ

東京シャイニングガールズ（中学年B）

①

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Ａｐｐｌｅ＋

長岡RS

⑤ ⑧

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Ｂａｎａｎa

②

千葉タイフーンズ

Ｂ

東京シャイニングガール

ズ（中学年A）+

多摩RS

神奈川PRINCESS

Ｕ１０

Chocolate+

沼津RS

千葉タイフーンズＢ ③ ⑥

東京シャイニングガールズ（中学年C）

+ARUKAS ACADEMY+葛飾RS
⑦ ⑩

千葉タイフーンズＡ
神奈川PRINCESS

Ｕ１０　Diamond

東京シャイニングガール

ズ（中学年C）

+ARUKAS

ACADEMY+葛飾RS

千葉タイフーンズＡ ④ ⑦

初戦で同点の場合は、ノーサイドの時点で

試合に参加した7人同士でじゃんけんを

勝った人数が多い方が⑧の試合へ進出

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Diamond ④ ⑩

東京シャイニングガールズ（中学年A）+

多摩RS
③ ⑨

神奈川PRINCESS　Ｕ10 Chocolate＋

沼津RS
⑥ ⑨

山梨fujiyama fairy’s+

茨城U12



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：ARUKAS ACADEMY

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小5  塩田　真優 シオダ　マユ ARUKAS ACADEMY

2 小5 山内　優樹菜 ヤマウチ　ユキナ ARUKAS ACADEMY

3 小5 寺山　文 テラヤマ　フミ ARUKAS ACADEMY

4 小5 岸澤　蓮 キシザワ　レン ARUKAS ACADEMY

5 小5 伊藤　美菜 イトウ　ミイナ ARUKAS ACADEMY

6 小5 大村　愛子 オオムラ　アイコ ARUKAS ACADEMY

7 小5 大西　悠凜 オオニシ　ユウリ ARUKAS ACADEMY

8 小6 田島　夢 タジマ　ユメ ARUKAS ACADEMY

9 小6 菅家　悠 カンケ　ハルカ ARUKAS ACADEMY

10 小6 ARUKAS ACADEMY

11 小6 川野辺　有紗 カワノベ　アリサ ARUKAS ACADEMY

12 小6 斉藤　日和 サイトウ　ヒヨリ ARUKAS ACADEMY

13 小6 中野　亜胡 ナカノ　アコ ARUKAS ACADEMY

14 小6 篠田　和香奈 シノダ　ワカナ ARUKAS ACADEMY

15 小6 金子　咲紀 カネコ　サキ ARUKAS ACADEMY

16 小6 川口　愛結 カワグチ　ミユ ARUKAS ACADEMY

17 小6 坂本 和歌菜 サカモト ワカナ ARUKAS ACADEMY

チーム担当者：山梨fujiyama fairy’s

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小6 佐藤蒼生 サトウ　アオイ 都留ラグビースクール

2 小6 山下　凉 ヤマシタ　スズ 都留ラグビースクール

3 小6 九鬼うた クキ　ウタ 都留ラグビースクール

4 小6 今泉優那 イマイズミ　ユウナ 都留ラグビースクール

5 小6 下條まゆ シモジョウ　マユ かえでラグビースクール

6 小6 雨宮　碧 アメミヤ　アオイ 山梨県ラグビースクール

7 小6 佐藤美玖 サトウ　ミク 山梨県ラグビースクール

8 小6 藤原愛美 フジハラ　マナミ 甲府市ラグビースクール

9 小5 佐藤　柚 サトウ　ユズ 山梨県ラグビースクール

10 小5 並木結愛 ナミキ　ユウア 都留ラグビースクール

11 小5 木川虹心 キガワ　ニコ かえでラグビースクール

12 小5 渋沢茉央 シブサワ　マオ かえでラグビースクール

ARUKAS ACADEMY

山梨fujiyama fairy’s

アメリア　セニレワ　ブキカ 



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：神奈川PRINCESS

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小６ 浅利　那未 アサリ ナミ 相模原ラグビースクール

2 小6 林田　良香 ハヤシダ　リョウカ 横浜ラグビースクール

3 小6 染谷　真唯 ソメヤ　マイ 田園ラグビースクール

4 小6 山名タピワアサ ヤマナタピワアサ 大和グビースクール

5 小6 杉村日和梨 スギムラヒヨリ 平塚市ラグビースクール

6 小５ 杉村咲来 スギムラサキ 平塚市ラグビースクール

7 小5 大脇璃子 オオワキリコ 鎌倉ラグビースクール

8 小5 加藤　愛梨 カトウ　アイリ 横浜ラグビースクール

9 小５ 松江　輝 マツエ　ヒカル グリーンクラブラグビースクール

10 小5 佐藤　逢結 サトウリユ 大和グビースクール

11 小５ 吹田　杏美 フキタアンミ 海老名ラグビースクール

12 小5 加藤　あん カトウ  アン 相模原ラグビースクール

チーム担当者：東京シャイニングガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小5 木ノ内 愛莉 キノウチ アイリ 杉並少年ラグビースクール

2 小5 蟹江 みうず カニエ ミウズ 杉並少年ラグビースクール

3 小5 モラッドハジャティ 萠奈モラッドハジャティ モナ 杉並少年ラグビースクール

4 小5 河原林沙和 カワラバヤシサワ 小金井ラグビースクール

5 小5 城之内瑠奈 シロノウチルナ 小金井ラグビースクール

6 小5 市川 雪間 イチカワ ユキマ すみだラグビースクール

7 小6 森本 奏 モリモトカナデ 小金井ラグビースクール

8 小6 城 実咲来 ジョウミサキ 小金井ラグビースクール

9 小6 松下 小桜 マツシタコハル 小金井ラグビースクール

10 小6 田中 りこ タナカ リコ すみだラグビースクール

11 小5 須藤 凜子 スドウ リンコ ブレイブルーパス府中ジュニアラグビークラブ

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Ａｐｐｌｅ

東京シャイニングガールズ（高学年A）＋ ブレイブルーパス府中JRC



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：神奈川PRINCESS

1 小６ 冨樫　結衣 ﾄｶﾞｼ　ﾕｲ 田園ラグビースクール

2 小６ 神永　かりん カミナガ　カリン 相模原ラグビースクール

3 小6 内田 一葉 ウチダ カズハ 藤沢ラグビースクール

4 小6 渡辺　彩花 ワタナベ　アヤカ 横浜ラグビースクール

5 小6 山田　恵 ヤマダ　ケイ 横浜ラグビースクール

6 小6 田畑　華夏 タバタ ハナカ 厚木ラグビースクール

7 小５ 池渕　麦 イケブチ　ムギ 相模原ラグビースクール

8 小5 清水 心杜 シミズ ミト 藤沢ラグビースクール

9 小5 中森　波奈 ナカモリ　ハナ 横浜ラグビースクール

10 小5 廣瀬　真歩 ヒロセ　マホ 横浜ラグビースクール

11 小５ 河原崎　紀海 カワハラザキキミ 大和グビースクール

12 小5 丸岡　海音 マルオカミオ 海老名ラグビースクール

チーム担当者：群馬プライムス

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小6 福家 悠那 フクイエユナ 裾野ラグビースクール

2 小5 福家 弥悠 フクイエミユ 裾野ラグビースクール

3 小6 堀井真緒 ホリイマオ 裾野ラグビースクール

4 小5 林　せり夏 ハヤシ　セリカ 群馬プライムス（高崎RC）

5 小5 黒崎　千花 クロサキ　チハナ 群馬プライムス（高崎RC）

6 小5 悴田　凜子 カセダ　リコ 群馬プライムス（高崎RC）

7 小5 木戸 陽葵 キド　ヒマリ 群馬プライムス（伊勢崎RS）

8 小5 寺田 茉白 テラダ　マシロ 群馬プライムス（伊勢崎RS）

9 小5 樽見 結衣 タルミ　ユイ 群馬プライムス（伊勢崎RS）

10 小6 山口　佳織 ヤマグチ　カオリ 群馬プライムス（高崎RC）

11 小5 竹内　香里奈 タケウチ　カリナ 群馬プライムス（前橋RS）

12 小6 中村　夢唯 ナカムラ　メイ 群馬プライムス（桐生JrRS）

13 小6 小池　花歩 コイケ　カホ 群馬プライムス（伊勢崎RS）

14 小6 椎名　智友里 シイナ　チユリ 群馬プライムス（東毛WKRS) 4/23追加

群馬プライムス＋裾野RS

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Ｂａｎａｎａ



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：千葉ハリケーンズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小5 山田　みずほ ヤマダ　ミズホ ニシカンジュニアラグビーフットボールクラブ

2 小6 本間 比奈 ホンマ ヒナ 中条ラグビースクール

3 小5 佐藤　風羽 サトウ　フウ 中条ラグビースクール

4 小6 清水　葵生 シミズ　アオイ 八千代ラグビーフットボールクラブ

5 小6 杉尾　玲音 スギオ　レノ 八千代ラグビーフットボールクラブ

6 小6 坂本 翼 サカモト ツバサ あびこラグビースクール

7 小6 山口 暖代 ヤマグチ　ハルヨ 千葉市ラグビースクール

8 小6 林田　勇奈 ハヤシダ　ユウナ 八千代ラグビーフットボールクラブ

9 小5 松澤　夢香 マツザワ　ユメカ 松戸ラグビースクール

10 小5 榎本　由奈 エノモト　ユナ あびこラグビースクール

11 小5 木下　茉柚 キノシタ　マユ 八千代ラグビーフットボールクラブ

12 小5 酒巻　英依 サカマキ　ハナエ 柏ラグビースクール

13 小5 藤巻　ほの美 フジマキ ホノミ 印西ラグビースクール

チーム担当者：東京シャイニングガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小5 高橋　玲 タカハシレイ 沼津ラグビースクール

2 小5 小林　千紗 コバヤシ　チサ 練馬ラグビースクール

3 小5 大嶋　芳映奈 オオシマ　カエナ 練馬ラグビースクール

4 小5 竹田　鈴 タケダ　スズ 練馬ラグビースクール

5 小5 遠藤 里紗 エンドウリサ 世田谷区ラグビースクール

6 小5 馬上　輝 マガミ　ヒカル 昭島ラグビースクール

7 小6 岡田　京華 オカダ　キョウカ 練馬ラグビースクール

8 小6 前村　采美 マエムラ　コトミ 練馬ラグビースクール

9 小6 長澤　悠 ナガサワ　ハルカ 練馬ラグビースクール

10 小6 上森　歌 ウエモリ　ウタ 練馬ラグビースクール

11 小6 尾崎 実祐 オザキミユ 練馬ラグビースクール

12 小5 毛利鞠亜 モウリマリア 葛飾ラグビースクール

13 小5 菊田璃子 キクタリコ 葛飾ラグビースクール

千葉ハリケーンズ A+中条RS+ニシカンJRFC

東京シャイニングガールズ（高学年B）+沼津RS＋葛飾RS



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：神奈川PRINCESS

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小６ 亀井　千翔子 カメイ チカコ 相模原ラグビースクール

2 小6 伊藤ちひろ イトウチヒロ 藤沢ラグビースクール

3 小6 佐藤　凛桜 サトウ　リオ 横浜ラグビースクール

4 小6 若井　つくし ワカイ ツクシ 厚木ラグビースクール

5 小6 橋本　美乃 ﾊｼﾓﾄ　ﾐﾉ 田園ラグビースクール

6 小6 小林　世渚 コバヤシ　セナ 横須賀市ラグビースクール

7 小５ 山口　そら ヤマグチ　ソラ 相模原ラグビースクール

8 小5 佐々木陽奈乃 ササキヒナノ 鎌倉ラグビースクール

9 小5 殿川　すず トノカワ　スズ 横浜ラグビースクール

10 小５ 鈴木　心翔 スズキ　モカ グリーンクラブラグビースクール

11 小5 篠崎 芽唯 シノザキ メイ 川崎市ラグビースクール

12 小５ 石川　來稟 ｲｼｶﾜ　ｸﾘﾝ さがみ・南ラグビースクール

チーム担当者：千葉ハリケーンズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小6 佐野　陽和 サノ　ヒヨリ 新潟市Jr.ラグビースクール

2 小6 廣田 心 ヒロタ ココロ 名古屋ラグビースクール

3 小5 斎藤　純友 サイトウ　マユ 新発田ラグビースクール

4 小6 武井 愛里 タケイ アイリ あびこラグビースクール

5 小6 稲場　遥香 イナバ　ハルカ 千葉市ラグビースクール

6 小6 大西 美咲 オオニシ　ミサキ 千葉市ラグビースクール

7 小6 関川　遥月佳 セキガワ　ハルカ 成田チャオズJr

8 小5 高杉 青葉 タカスギ アオバ 千葉市ラグビースクール

9 小5 小川　乃亜 オガワ ノア 千葉市ラグビースクール

10 小5 伊藤　瑳恵 イトウ　サエ 八千代ラグビーフットボールクラブ

11 小5 高橋　杏奈 タカハシ　アンナ 八千代ラグビーフットボールクラブ

12 小5 波多野　史織 ハタノ　シオリ 八千代ラグビーフットボールクラブ

神奈川PRINCESS　Ｕ１２　Chocolate

千葉ハリケーンズB+新潟市Jr.RS+新発田RS+名古屋RS



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U12（グレードA：高学年）９人制（10分ハーフ：休憩３分）

チーム担当者：茨城ラグビーガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小6 直井　悠 ナオイ　ハルカ ドラゴンズU12

2 小6 松島　若葉 マツシマ　ワカバ ドラゴンズU12

3 小6 増古　佳音 マスコ　カノン スタッグスJr

4 小5 木村　華夢 キムラ　カノン 日立ＲＳ

5 小5 市瀬　結菜 イチノセ　ユイナ 常総JRFC

6 小5 齊藤　瑠渚 サイトウ　ルナ 常総JRFC

7 小5 宮田 瑚子 ミヤタ ココ 常総JRFC

8 小5 植田 奈那 ウエダ　ナナ ひたちなかRS

9 小5 那須 水綺 ナス ミズキ 文京ラグビースクール

10 小5 鈴木 紗英 スズキ サエ 川口ラグビースクール

11 小5 吉田 芽衣 ヨシダ メイ 川口ラグビースクール

12 小5 板垣 怜来 イタガキ レイラ 川口ラグビースクール

13 小5 山口 彩花 ヤマグチ アヤカ 川口ラグビースクール

14 小5 ルーネランド ローラ ルーネランド ローラ 文京ラグビースクール 4/23追加

茨城ラグビーガールズU12+川口RS+文京RS



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U10（グレードB：中学年）７人制（10分ハーフ：休憩３分）

東京シャイニングガールズ（中学年B）

チーム担当者：東京シャイニングガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小3 松尾　帆夏 マツオ　ホノカ 昭島ラグビースクール

2 小3 髙橋 二愛 タカハシ ニナ すみだラグビースクール

3 小3 大堀 初音 オオホリハツネ 小金井ラグビースクール

4 小3 根本 芽依 ネモトメイ 小金井ラグビースクール

5 小3 小林 優 コバヤシユウ 小金井ラグビースクール

6 小3 山口 璃子 ヤマグチリコ 小金井ラグビースクール

7 小4 松本 侑子 マツモト ユコ 江東ラグビークラブ

8 小4 田中 さや タナカ サや すみだラグビースクール

9 小4 平井 心 ヒライココロ 小金井ラグビースクール

10 小4 森本 詩 モリモトウタ 小金井ラグビースクール

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Ａｐｐｌｅ＋長岡RS

チーム担当者：神奈川PRINCESS　

1 小4 今井　さつき イマイサツキ 茅ケ崎ラグビースクール

2 小4 林 沙樹 ハヤシ サキ 藤沢ラグビースクール

3 小４ 椎名　薫 シイナ　カオル グリーンクラブラグビースクール

4 小4 加藤　幸 カトウ　ミユキ 横須賀ラグビースクール

5 小3 大村逢南 オオムラアナ 麻生ラグビースクール

6 小3 長谷川　咲俐 ﾊｾｶﾞﾜ　ｻﾘｲ 田園ラグビースクール

7 小3 上条 紗季 カミジョウ サキ 川崎市ラグビースクール

8 小3 石神 優菜 イシガミ ユウナ 藤沢ラグビースクール

9 小4 高橋　穂希 タカハシホマレ 長岡ラグビースクール



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U10（グレードB：中学年）７人制（10分ハーフ：休憩３分）

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Ｂａｎａｎａ

チーム担当者：神奈川PRINCESS

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 木下　桃芳 キノシタモモカ 茅ケ崎ラグビースクール

2 小4 吉田　和 ヨシダ　チカ 横浜ラグビースクール

3 小４ 長谷川　杏慈 ﾊｾｶﾞﾜ　ｱﾝｼﾞ 田園ラグビースクール

4 小4 中島　芽生 ナカジマ　メイ 横須賀市ラグビースクール

5 小3 室伏　珠樹 ムロフシ　タマキ 小田原ラグビースクール

6 小3 佐藤　千慧 サトウ　チサト 横浜ラグビースクール

7 小3 千葉　美玲 チバ　ミレイ 横浜ラグビースクール

8 小3 伊波　珠里 イナミ　ジュリ 海老名ラグビースクール

山梨fujiyama fairy’s+茨城U12

チーム担当者：山梨fujiyama fairy’s

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 市瀬　穂乃香 イチノセ　ホノカ 常総JRFC

2 小4 石嶋　菜和 イシジマ　ナオ ドラゴンズU12

3 小3 田中　心結 タナカ　ミユ 日立ＲＳ

4 小3 畠山　琳乃花 ハタケヤマ　リリカ 常総JRFC

5 小4 柏木亜月 カシワギ　アヅキ 富士吉田ラグビースクール

6 小4 三好里歩 ミヨシ　リホ 山梨県ラグビースクール

7 小4 吉田美愛 ヨシダ　ミア 山梨県ラグビースクール

8 小4 田草川汐音 タクサガワ　シオン 山梨県ラグビースクール

9 小4 圓福　麗音 エンプク　リオン かえでＲＳ

10 小3 後藤詩月 ゴトウシヅキ かえでＲＳ

11 小３ 中澤栞菜 ナカザワ　カンナ 都留ＲＳ 4/22追加

12 小３ 曽根莉衣 ソネ　リイ 都留ＲＳ 4/22追加



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U10（グレードB：中学年）７人制（10分ハーフ：休憩３分）

千葉タイフーンズＢ

チーム担当者：千葉タイフーンズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 荒井 小夏 アライ コナツ あびこラグビースクール

2 小4 武井 莉紗 タケイ リサ あびこラグビースクール

3 小4 高田　りさ タカタ　リサ 柏ラグビースクール

4 小4 大槻　彩葉 オオツキ　イロハ 船橋ラグビークラブ

5 小4 草深　りお クサフカ　リオ 松戸ラグビースクール

6 小4 峯島　梨桜 ミネシマ リノ 八千代ラグビーフットボールクラブ

7 小3 水代 百々香 ミズシロ モモカ あびこラグビースクール

8 小3 吉田　静花 ヨシダ　シズカ 柏ラグビースクール

9 小3 高橋 佳菜 タカハシ　カナ 千葉市ラグビースクール

10 小3 木﨑　晶子 キザキ　ショウコ 船橋ラグビークラブ

11 小3 大竹　優愛 オオタケ　ユア 松戸ラグビースクール

12 小3 後藤　紅美子 ゴトウ クミコ 八千代ラグビーフットボールクラブ

13 小3 林田　陽奈 ハヤシダ ヒナ 八千代ラグビーフットボールクラブ

東京シャイニングガールズ（中学年A）+多摩RS

チーム担当者：東京シャイニングガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小3 小西　芭奈 コニシハナ 多摩ラグビースクール

2 小3 見満　晴海 ケンマハルミ 多摩ラグビースクール

3 小3 秋定 瑠菜 アキサダルナ 世田谷区ラグビースクール

4 小3 高橋 怜稟 タカハシレリ 世田谷区ラグビースクール

5 小3 今西　優生 イマニシ　ユイ 練馬ラグビースクール

6 小4 小谷　蘭 コタニ　ラン 練馬ラグビースクール

7 小4 近藤　梨乃 コンドウ　リノン 練馬ラグビースクール

8 小4 上根　咲菜 カミネ　サキナ 練馬ラグビースクール

9 小4 上根　舞菜 カミネ　マイナ 練馬ラグビースクール

10 小4 勝田　ひまり カツタ　ヒマリ 練馬ラグビースクール



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U10（グレードB：中学年）７人制（10分ハーフ：休憩３分）

神奈川PRINCESS　Ｕ10 Chocolate＋沼津RS

チーム担当者：神奈川PRINCESS

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 高橋　愛 タカハシマナ 沼津ラグビースクール

2 小４ 櫻井　万由 サクライ　マユ 相模原ラグビースクール

3 小4 森田　心望 モリタココミ 茅ケ崎ラグビースクール

4 小４ 片岡　心 カタオカ　ココロ グリーンクラブラグビースクール

5 小4 加藤海 カトウウミ 麻生ラグビースクール

6 小3 小林　沙羽 コバヤシ　サワ 横須賀ラグビースクール

7 小3 吉村　柚南 ヨシムラ　ユナ 横須賀ラグビースクール

8 小3 後藤　彩寧 ゴトウ　アヤネ 横浜ラグビースクール

9 小3 中村 凛 ナカムラリン 藤沢ラグビースクール

千葉タイフーンズＡ

チーム担当者：千葉タイフーンズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 アグゥ 愛茉 アグゥ エマ あびこラグビースクール

2 小4 本内　美妃 モトウチ　ミキ 印西ラグビースクール

3 小4 佐野　遥音 サノ　ハルネ 印西ラグビースクール

4 小4 青木　莉音 アオキ　リネ 柏ラグビースクール

5 小4 今井　梓美 イマイ　アズミ 松戸ラグビースクール

6 小4 佐藤　璃子 サトウ　リコ 松戸ラグビースクール

7 小3 辻　一菜多 ツジ　ヒナタ あびこラグビースクール

8 小3 大松澤 唯夏 オオマツザワ ユウカ あびこラグビースクール

9 小3 島田 菜々美 シマダ ナナミ あびこラグビースクール

10 小3 加藤　陽依 カトウ　ヒヨリ 船橋ラグビークラブ

11 小3 嶋　都子 シマ　ミヤコ 松戸ラグビースクール

12 小3 清岡 朱凛 キヨオカ アカリ 市川ラグビー少年団りとるキング



2019年　第8回海老名市ガールズラグビーフェスティバル

U10（グレードB：中学年）７人制（10分ハーフ：休憩３分）

神奈川PRINCESS　Ｕ１０　Diamond

チーム担当者：神奈川PRINCESS

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小4 小谷　佳音 コタニ　カノン 横須賀ラグビースクール

2 小4 高橋　和香 タカハシ　ワカ 横須賀市ラグビースクール

3 小4 柚木 美沙季 ユズキ ミサキ 藤沢ラグビースクール

4 小4 大久保　璃桜 オオクボ　リオ 横浜ラグビースクール

5 小3 小吹 愛来 コブキ アイラ 藤沢ラグビースクール

6 小3 金山　朔 カネヤマ　サク 海老名ラグビースクール

7 小3 宮本　芹 ミヤモトセリ 茅ケ崎ラグビースクール

8 小3 丸山　杏 マルヤマアン 茅ケ崎ラグビースクール

東京シャイニングガールズ（中学年C）+ARUKAS ACADEMY+葛飾RS

チーム担当者：東京シャイニングガールズ

No. 学年 氏名 フリガナ 所属チーム

1 小3 宮城　すみれ ミヤギ　スミレ ARUKAS ACADEMY

2 小4 原　菜々実 ハラ　ナナミ ARUKAS ACADEMY

3 小4 小久保　凛 コクボ　リン ARUKAS ACADEMY

4 小3 細谷 美宇 ホソヤ ミウ 杉並少年ラグビースクール 4/25変更

5 小3 小林 花南 コバヤシ ハナ 杉並少年ラグビースクール 4/25変更

6 小3 菊田菜子 キクタナコ 葛飾ラグビースクール 4/25変更

7 小3 内山凛子 ウチヤマリンコ 葛飾ラグビースクール 4/25変更

8 小4 小嶋 梨峰子 コジマ リホコ 杉並少年ラグビースクール 4/25変更

9 小4 大山花織 おおやま かおり 練馬ラグビースクール 4/25変更

10 小4 遠藤 栞 えんどう しおり 練馬ラグビースクール 4/25変更



海老名市ガールズラグビーフェスティバル

グランドアクセス：会場周辺地図

中野人工芝G

小学生会場

中野河川敷G

中学生会場

【第1会場】 小学生
中野公園人工芝グラウンド

（ http://ebispo.jp/nakano/nakano.html ）

住所：海老名市中野１丁目 2314－2

アクセス(電車)：JR相模線「社家」駅 徒歩20分

アクセス(自動車)：東名高速道路経由圏央道 海老名IC 5分

※女子用更衣室、及びシャワー（100円/10分）完備

【第2会場】 中学生
中野河川敷グラウンド

（ http://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/bunka/sports/10036

79.html ）

場所は第2会場の中野公園人工芝グラウンド近くの河川敷側の

グラウンドになります。

※人工芝グラウンドの公園内女子用更衣室、及びシャワー（100

円/10分）利用可



海老名市ガールズラグビーフェスティバル

グランドアクセス：中野人工芝G、中野河川敷G周辺

中野人工芝G

小学生会場

中野河川敷G

中学生会場



海老名市ガールズラグビーフェスティバル

グランドアクセス：中野人工芝G、中野河川敷 駐車場

中野河川敷G

中学生会場

中野人工芝G

小学生会場

高架下

駐車場 ②

高架下

駐車場 ①

高架下

駐車場 ③

高架下駐車場①、②には、「中野河川敷G（中学生会

場）」「中野人工芝G(小学生会場）」の参加者とも利用可

です。

高架下駐車場①、②が満車の場合は、高架下 駐車場

③ をご利用ください。

空地になっているので、詰めて駐車してください。



海老名市ガールラグビーフェスティバル

バス駐車場案内

（1） 中野公園周辺



（2） 中野公園

中野公園

大型バス


