
大 会 レ ギ ュ レ ー シ ョ ン の 変 更 に つ い て

《現状のレギュレーション》

トーナメント大会（高学年・低学年の二つのトーナメントを実施）

日程上１,２回戦と準決勝・決勝を同じ日に開催

※ 2020年大会中止（交流戦に変更） 2021年高学年大会を実施 低学年中止9/10に交流戦を実施

《現状の課題》

◆トーナメント戦のため準決勝の４チーム以外は１試合または１日で大会を終了してしまう。

◆負ければ終了のため、エンドを決めてチームとしてゲームを通じての強化ができない。

◆シードチームは一回戦が不戦勝のため１日２試合のチームとの対戦はシードチームが優位すぎる。

◆気温が高い時期に一日で２試合をする選手への負担が大きく怪我や熱中症のリスクが高い。

◆全国大会の日程に合わして休止期間がある。（全国大会の日程に影響される）

◆低学年のトーナメントの位置づけ。

◆またコロナ感染防止のため長時間の会場滞在を避ける必要がある。

公式戦の試合数を増やし実力の接近した試合の機会を作ることで全体のレベルアップへつなげるため

9月に開催している兵庫県中学生スクール大会についてレギュレーション（大会形式）を変更

《新しい大会レギュレーションについて》

🔸 各チームが公式戦として複数の試合数をおこなう。

🔸 全体のレベルアップへつなげるために、拮抗した試合の機会を作る。

🔸 大会最終日まで全チームが試合ができるリーグ戦に近いレギュレーションへ変更する。

🔸 大会会場や学校行事を考慮して１０月上旬で終了（５週間）

第 4 0回兵庫県中学生ス クール大会開催にあた り



◆ リーグ戦 （前半の3日間で実施）

春季大会の成績をもとに４チームごとに３グループ分けをおこないリーグ戦をおこなう

春季大会スクール１位チームは全国大会出場の際はプール戦をシード

◆ トーナメント戦 （後半２日間で実施）

🔹各グループの１位と春季大会優勝チームによるチャンピオンシップトーナメント（3位決定戦も実施）

🔹各グループ２位のチームと３位の勝点最上位チームによるプレートトーナメント（3位決定戦も実施）

🔹下位順位決定戦 （９位～１３位の順位決定戦）

・ ９,１０位決定戦 （各グループ３位の残り２チームで2試合対戦して決定）

・ １１,１２,１３位決定戦

１３位決定戦 各グループ４位の勝点下位２チームで対戦１３位決定戦

１１,１２位決定戦 １３位決定戦の勝者と４位の最上位チームが対戦

◆ 試合数

全２９もしくは30試合

各チーム4～5試合 （春季大会優勝チームはリーグ戦シードのため2試合）

（２０１９年大会試合数 高学年１３試合 低学年１2試合）

《課題》

天候・学校行事への対応 （ 予備日を設けて対応など ）

低学年の試合 （ 予備日を使用して交流戦、もしくは別日程で交流戦の実施を検討 ）

レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 概 要

ワールドカップ方式

３グループ（4チームごと）のリーグ戦と各グループの上位によるトーナメント戦を実施



リーグ戦の順位確定方法案
勝ち点制（勝者４点 敗者0点 引分２点）
ボーナスポイント ７点差敗者１点 3トライ数差以上勝者１点
同じ勝点の場合は得失点差で順位を決定
得失点差が同じ場合は勝の多い方を上位
得失点差が同数の場合は得点の多い順に決定

各グループの上位2チームによるトーナメント戦

順位決定戦
各グループの3,4位チームは獲得勝点順にランク分け
※各リーグの3位・4位のランク分けについて
同じ勝ち点の場合はトライ数の多い方を上位とする。

各グループ３位（ランク 8,9,10）
ランク8がプレートトーナメントへ出場。ランク9,10で順位決定戦をおこなう。
各グループ４位（ランク 11,12,13）

ランク12と13が対戦して勝者がランク11と対戦して順位を決定。

《チャンピオンシップトーナメント》
各グループの1位チームと春季大会優勝チームで構成

《プレートトーナメント》
各グループの2位チームと3位チームの最多勝点獲得チームで構成

◆グループ分けルール

春季大会の順位を参考に下記のようにグループ分けをおこない
中学委員会の大会運営会議で決定

※春季大会スクール１位は全国大会日程を考慮してリーグ戦をシード

春季大会２位から８位を各グループ振分 9位以下は抽選によりグループ分けをおこなう

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ
Ａ1 春季大会２位 Ｂ1 春季大会３位 Ｃ1 春季大会４位
Ａ2 春季大会７位 Ｂ2 春季大会６位 Ｃ2 春季大会５位
Ａ3 抽選 Ｂ3 抽選 Ｃ3 抽選
Ａ4 抽選 Ｂ4 抽選 Ｃ4 抽選



🔹 日程

9/4,11,18,25（予備日9/19,23）10/2(予備日10/16）

低学年については予備日と10月23,30日に交流大会を実施

🔹 開催会場

灘浜人工芝グランド、姫路スポーツセンター、三木防災公園、宝塚雲雀丘グランド、

日岡山公園グランド

🔹 参加資格

連盟所属チーム（中学委員会）

明石加古川ＪＲＣ 芦屋ＲＳ 尼崎ＲＳ 伊丹ＲＳ 川西市ＲＳ

神戸ＲＣＵ 三田ＲＣＪ 宝塚ＲＳ 西神戸ＲＳ 西宮ＪＲＣ

兵庫県ＲＳ 姫路ＲＳ 播州ＲＣ 甲子園ＣＲＣ



ジュニア交流戦について
１,２年生で県大会に出場していない登録選手
合同チーム可
１５分ハーフ
9月19日 大会予備日に開催
10月16,23,30日午後3時から19時

表彰（参考）

チャンピオンシップ優
勝

プレートトーナメント優勝

チャンピオンシップ準優勝 プレートトーナメント準優勝

チャンピオンシップ3
位

プレートトーナメント3
位

チャンピオンシップ4
位

プレートトーナメント4
位

プレイヤー・オブ・ザ・マッチ 各試合ごと両チームから

最多トライ賞 最終日に表彰

最多ゴール賞 最終日に表彰

フェアープレー賞 最終日に表彰

大会スケジュール

作成：兵庫県ラグビースクール連盟中学委員会

個人賞については今期について
は実施せず来季に再検討

キックオフ

2022/9/4 日 第1節 姫路 プール戦 明石 vs
神戸

RCU
西神戸 vs 宝塚 伊丹 vs 姫路 兵庫県 vs 尼崎 三田 vs 川西市 西宮 vs 合同

2022/9/11 日 第2節 日岡山 プール戦 三田 vs 合同 西宮 vs 川西市 明石 vs 宝塚 西神戸 vs
神戸

RCU
伊丹 vs 尼崎 兵庫県 vs 姫路

2022/9/18 日 第3節 灘浜 プール戦 伊丹 vs 兵庫県 尼崎 vs 姫路 三田 vs 西宮 合同 vs 川西市 明石 vs 西神戸 宝塚 vs
神戸

RCU

2022/9/19 月 予備日 灘浜

12位 vs 13位 9位 vs 10位 A2 vs 3 B2 vs C2 A vs B Ｓ vs Ｃ

13位決定

戦勝者 vs 11位 9位 vs 10位 ✕ vs ✕ ○ vs ○ ✕ vs ✕ ○ vs ○

2022/10/16 日 予備日 灘浜 午後3時から

プレートトーナメント チャンピオンシップトーナメント

天候による試合不可の際に振替日とする　９月１９日は９月１８日の予備日　１０月16日はその他の日程が順延になった際の最終日とする。

最終日が順延となった際は10月16日に各トーナメントの決勝のみを行い順位決定戦は中止とする。

予備日を使用しない時はジュニア交流戦を行う（9月19日、10月16日）

9,10位決定戦 プレートトーナメント チャンピオンシップトーナメント

2022/10/2 日 第５節 灘浜

決定戦/

トーナメン

ト

11､12位決定戦 9,10位決定戦

2022/9/25 日 第４節 三木防災

決定戦/

トーナメン

ト

13位順位決定戦

兵庫県中学生ラグビースクール大会　スケジュール

ブリーディングはキックオフ１時間前　試合時間２０分ハーフ　ハーフタイム５分以内　　ロスタイム（怪我・交代・ウォーターブレイク）

日程 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00



リーグ戦グループ分け

9・10位決定戦 11・12・13位決定戦

敗者

２試合おこない順位を決定 敗者

勝点制

同じ場合は総得点の上位

チャンピオンシップ

優勝

4位Ｇ

-2位

4位Ｇ

-1位

11位

12位

13位

Ｂ-2位

プール戦

3位

プール戦

3位
ＶＳ

4位Ｇ

-3位

芦屋

ＲＳ
Ｃ-1位 Ａ-1位 Ｂ-1位

プレート優勝

Ａ-2位

プール

戦

3位Ｇ

の1位

Ｃ-2位

Ａグループ 春季大会順位

明石 西神戸 宝塚 神戸RCU 1 Ｓ 春大会優勝チーム 芦屋

明石 2 Ａ1 準優勝チーム 明石

西神戸 3 Ｂ1 3位 伊丹

宝塚 4 Ｃ1 4位 三田

神戸RCU 5 Ａ2 7位 西神戸

6 Ｂ2 6位 兵庫県

Ｂグループ 7 Ｃ2 5位 西宮

伊丹 兵庫県 尼崎 姫路 8 Ａ3 宝塚

伊丹 9 Ｂ3 尼崎

兵庫県 10 Ｃ3 ＲＳ合同

尼崎 11 Ａ4 神戸RCU

姫路 12 Ｂ4 姫路

13 Ｃ4 川西

Ｃグループ

三田 西宮 合同 川西

三田

西宮

合同

川西

抽選


