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令和3年11月14日（日） BEACH RUGBY 関西クラシック プログラム

＜開催日＞
　　２０２１年11月14日（日）

＜開催場所＞
　　タルイサザンビーチ（大阪府泉南市りんくう南浜）
　※公共交通機関又は近隣駐車場をご利用ください。

＜カテゴリー＞
　　①B１（４チーム）：リーグ戦、決勝トーナメントにて順位を決定
　　②B２（１５チーム）：リーグ戦、決勝トーナメントにて順位を決定

＜スケジュール＞
　　８：00　受付開始
　　８：45　開会式
　　９：00　試合開始
　　15：40　全試合終了
　　15：45　閉会式

＜参加費＞
　　１チーム　８，０００円

＜その他注意事項＞
　　下記事項についても十分ご確認願います。
　　〇 荒天の場合は主催者側の判断により、急遽中止する場合があります。
　　〇 車でご来場される方は周辺のコインパーキング等をご利用ください。
　　〇 ゴミは必ずお持ち帰りいただくようお願いします。
　　〇 砂浜コンディション不良の可能性があります。
　　　　靴下、シューズの着用をおすすめします。
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コロナウイルス等感染予防について

　下記項目に該当するものがあれば参加の見送りをお願いいたします。

　　１．検温で37.5℃を超えた場合
　　２．体調が悪い方、微熱、咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
　　３．だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
　　４．嗅覚や味覚の異常 。体が重く感じる、疲れやすい等
　　５．新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
　　６．同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　　７．過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
　　　　国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

　以下の心がけお願いいたします。
　　１．ドリンクの回し飲みを控える。
　　２．蜜をつくらずソーシャルディスタンスを保つ
　　３．手洗い・うがいの実施
　　４．試合、練習以外の場面でのマスク着用
　　　

　開催当日、検温の上、御参加をお願いいたします。
　また、登録メンバー、体調チェックフォームへのご入力をお願いいたします。
　※メール送信及びSNSにアップします。

　試合を運営するため、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



BEACH RUGBY 関西クラシック 2021 登録チーム

B-1 B-2

1 マジックマッシュ WPRFC

2 ぐらびああいどる TEAM OTOME

3 AEGIS さんぶでんねん

4 ロングバケーション with バグース 清水谷RFC

5 水曜日のジャッカル

6 キラキラキノコ

7 山猫タイガース

8 Unlache アプリコット

9 Unlache エッグプラント

10 OKA-PPA

11 二の丸ボーイズ

12 Unlache

13 パフォーマンスアカデミーRC

14 チーム男女8人青春物語

15 青春取り戻し隊
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時間 第1コート（メインコート） 第2コート 第3コート

8:45 開　会　式

1 9:00 Unlache アプリコット vs 二の丸ボーイズ 男女8人青春物語 vs WPRFC Unlache vs キラキラキノコ

2 9:15 清水谷RFC vs TEAM OTOME 青春取り戻し隊 vs OKA-PPA Unlache エッグプラント vs 山猫タイガース

3 9:30 マジックマッシュ vs ぐらびああいどる

4 9:45 AEGIS vs ロングバケーション with バグース

5 10:00 Unlache アプリコット vs パフォーマンスアカデミー RC 二の丸ボーイズ vs 男女8人青春物語 Unlache 水曜日のジャッカル

6 10:15 キラキラキノコ vs 清水谷RFC 青春取り戻し隊 vs さんぶでんねん OKA-PPA vs Unlache エッグプラント

7 10:30 マジックマッシュ vs AEGIS

8 10:45 ぐらびああいどる vs ロングバケーション with バグース

9 11:00 Unlache アプリコット vs 男女8人青春物語 WPRFC vs パフォーマンスアカデミー RC Unlache vs 清水谷RFC

10 11:15 TEAM OTOME vs 水曜日のジャッカル 青春取り戻し隊 vs Unlache エッグプラント 山猫タイガース vs さんぶでんねん

11 11:30 マジックマッシュ vs ロングバケーション with バグース

12 11:45 ぐらびああいどる vs AEGIS

13 12:00 二の丸ボーイズ vs WPRFC 男女8人青春物語 vs パフォーマンスアカデミー RC キラキラキノコ vs TEAM OTOME

14 12:15 清水谷RFC vs 水曜日のジャッカル OKA-PPA vs 山猫タイガース Unlache エッグプラント vs さんぶでんねん

12:30

15 12:45 Unlache アプリコット vs WPRFC 二の丸ボーイズ vs パフォーマンスアカデミー RC Unlache vs TEAM OTOME

16 13:00 キラキラキノコ vs 水曜日のジャッカル 青春取り戻し隊 vs 山猫タイガース OKA-PPA vs さんぶでんねん

17 13:15 Ｂ１ １回戦① vs Ｂ１ １回戦①

18 13:30 Ｂ１ １回戦② vs Ｂ１ １回戦②

19 13:45 B-5 1回戦 vs B-5 1回戦 B-6 1回戦 vs B-6 1回戦

20 14:00 B-3 1回戦 vs B-3 1回戦 B-4 1回戦 vs B-4 1回戦

21 14:15 B-2 1回戦 vs B-2 1回戦 B１プレート vs B１プレート

22 14:30 B-5 決勝 vs B-5 決勝 B-6 決勝 vs B-6 決勝

23 14:45 B-3 決勝 vs B-3 決勝 B-4 決勝 vs B-4 決勝

24 15:00 B-2 決勝 vs B-2 決勝

25 15:20 B１　決勝 vs B１　決勝

15:45 表彰式、閉会式
※表彰対象はB-1、B-2決勝トーナメント優勝及び準優勝チームの４チームとなります。

＊試合時間：６分-１分-６分
B1 B2
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B-1　予選リーグ
試合時間：６分－１分－６分　　＊同点の場合は引き分けとする

B-1
Aブロック

マジックマッシュ ぐらびああいどる AEGIS ロングバケーション with バグース 勝　　敗 勝点 総得点 総失点 得失点 順　位

マジックマッシュ

第1 9:30 第1 10:30 第1 11:30

勝 負 分
- - -

ぐらびああいどる

第1 9:30 第1 11:45 第1 10:45

勝 負 分
- -

AEGIS

第1 10:30 第1 11:45 第1 9:45

勝 負 分
- - -

ロングバケーション with バグース

第1 11:30 第1 10:45 第1 9:45

勝 負 分
- - -

＊勝：３点　負：０点　引：１点

B-1　決勝トーナメント

予選リーグ１位

第1 13:30

予選リーグ４位

第2 14:45 第1 15:20
B-１
優勝

予選リーグ２位

第1 13:15

予選リーグ３位

※B-1決勝戦はネームコールを実施します。

＊試合は全て６分－１分－６分とする。
＊同点の場合はエキストラポイント戦を最高３回（Ｖトライ方式）行います。
　決着しない場合は代表者によるじゃんけんにて勝敗を決します。
＊ただし、決勝戦は３分－１分－３分（Ｖトライ方式）を行います。
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B-2　予選リーグ
試合時間：６分－１分－６分　　＊同点の場合は引き分けとする

B-2
Aブロック

Unlache アプリコット 二の丸ボーイズ 男女8人青春物語 WPRFC パフォーマンスアカデミー RC 勝　　敗 勝点 総得点 総失点 得失点 順　位

Unlache アプリコット

第1 9:00 第1 11:00 第1 12:45 第1 10:00
勝 負 分

- - - -

二の丸ボーイズ
第1 9:00 第2 10:00 第1 12:00 第2 12:45

勝 負 分
- - - -

男女8人青春物語

第1 11:00 第2 10:00 第2 9:00 第2 12:00
勝 負 分

- - - -

WPRFC
第1 12:45 第1 12:00 第2 9:00 第2 11:00

勝 負 分
- - - -

パフォーマンスアカデミー RC

第1 10:00 第2 12:45 第2 12:00 第2 11:00
勝 負 分

- - - -

B-2
Bブロック

Unlache キラキラキノコ 清水谷RFC TEAM OTOME 水曜日のジャッカル 勝　　敗 勝点 総得点 総失点 得失点 順　位

Unlache
第3 9:00 第3 11:00 第3 12:45 第3 10:00

勝 負 分
- - - -

キラキラキノコ
第3 9:00 第1 10:15 第3 12:00 第1 13:00

勝 負 分
- - - -

清水谷RFC
第3 11:00 第1 10:15 第1 9:15 第1 12:15

勝 負 分
- - - -

TEAM OTOME

第3 12:45 第3 12:00 第1 9:15 第1 11:15
勝 負 分

- - - -

水曜日のジャッカル

第3 10:00 第1 13:00 第1 12:15 第1 11:15
勝 負 分

- - - -

B-2
Cブロック

青春取り戻し隊 OKA-PPA Unlache エッグプラント 山猫タイガース さんぶでんねん 勝　　敗 勝点 総得点 総失点 得失点 順　位

青春取り戻し隊

第2 9:15 第2 11:15 第2 13:00 第2 10:15
勝 負 分

- - - -

OKA-PPA
第2 9:15 第3 10:15 第2 12:15 第3 13:00

勝 負 分
- - -

Unlache エッグプラント

第2 11:15 第2 13:00 第3 9:15 第3 12:15
勝 負 分

- - - -

山猫タイガース

第2 13:00 第2 12:15 第3 9:15 第3 11:15
勝 負 分

- - - -

さんぶでんねん

第2 10:15 第3 13:00 第3 12:15 第3 11:15
勝 負 分

- - - -

＊勝：３点　負：０点　引：１点
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B-2　決勝トーナメント

予選1位グループ　2位

第1 14:15

予選1位グループ　3位

第1 15:00
B-2
優勝

予選1位グループ　1位

※A～Cブロック１位通過したチームで勝ち点、得失点差、総得点、失点の順により順位を決定します。

※B-2決勝戦はネームコールを実施します。

B-3　決勝トーナメント

予選2位グループ　2位

第1 14:00

予選2位グループ　3位

第1 14:45
B-3
優勝

予選2位グループ　1位

※A～Cブロック２位通過したチームで勝ち点、得失点差、総得点、失点の順により順位を決定します。

B-4　決勝トーナメント

予選3位グループ　2位

第2 14:00

予選3位グループ　3位

第2 14:45
B-4
優勝

予選3位グループ　1位

※A～Cブロック３位通過したチームで勝ち点、得失点差、総得点、失点の順により順位を決定します。

＊試合は全て６分－１分－６分とする。
＊同点の場合はエキストラポイント戦を最高３回（Ｖトライ方式）行います。
　決着しない場合は代表者によるじゃんけんにて勝敗を決します。
＊ただし、決勝戦は３分－１分－３分（Ｖトライ方式）を行います。
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B-5　決勝トーナメント

予選4位グループ　2位

第1 13:45

予選4位グループ　3位

B-5
優勝

第1 14:30

予選4位グループ　1位

※A～Cブロック４位通過したチームで勝ち点、得失点差、総得点、失点の順により順位を決定します。

B-6　決勝トーナメント

予選5位グループ　2位

第2 13:45

予選5位グループ　3位

B-6
優勝

第2 14:30

予選5位グループ　1位

※A～Cブロック５位通過したチームで勝ち点、得失点差、総得点、失点の順により順位を決定します。

＊試合は全て６分－１分－６分とする。
＊同点の場合はエキストラポイント戦を最高３回（Ｖトライ方式）行います。
　決着しない場合は代表者によるじゃんけんにて勝敗を決します。
＊ただし、決勝戦は３分－１分－３分（Ｖトライ方式）を行います。


