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須磨ビーチフェスタ2019　ななえカップ

＜開催日＞
　２０１９年 ５月 ２６日（日）

＜場所＞

　須磨海岸 (JR神戸線須磨駅前エリア）
　※会場が例年とは異なります。ご注意ください。
　※須磨海岸に駐車場はありません。須磨水族館の駐車場、もしくは駅北側周辺のコインパーキングをご利用く
　　ださい。

＜カテゴリー＞
　①Ｂ１ (４チーム)   　 ② Ｂ２ (１２チーム)   　 ③ キッズ

＜スケジュール＞
　９：00　受付開始
　９：30　開会式、ビーチクリーン
　10：00　予選リーグ戦
　12：30　昼休憩、ビーチ体験コーナー
　13：00　キッズ エキシビジョンマッチ
　13：15　決勝トーナメント
　15：50　表彰、閉会式
　16：00　ビーチフェスタ主催ビーチクリーン

＜参加費＞
　１チーム ５,０００円  （キッズ、高校生以下無料、当日受付にてお支払いください）

＜注意事項等＞
　下記事項についても十分ご確認願います。
　ご不明な点があれば、ビーチラグビー関西協会 (info@kbra.jp) へお問い合わせください。

　〇今回のななえカップは例年とは異なり、須磨ビーチフェスタのイベントの一環として開催します。
　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。
　〇駅にコンビニがありますが混雑が予想されます。昼食や飲み物をあらかじめご準備、ご持参ください。
　〇ゴミは必ずお持ち帰りいただくようお願いします。
　〇海岸に牡蠣殻や漂流物等があり怪我のおそれがありますので，裸足は避けていただく方が良いと思いま
　　す。靴下、シューズの着用をおすすめします。
　〇阪神高速3号神戸線（京橋⇔湊川）が道路工事のため終日通行止めとなります。お時間に余裕を持ってお
　　越しいただくようお願いします。
  〇歩行者用通路下の階段護岸について，荷物等を置いたり座っていただくことは構いませんが，通行人の目
　　に触れる場所であるため，荷物の整頓・貴重品の管理に注意いただくとともに，行儀良く着席していただくよ
　　うお願いします。
　〇チームがタープやテント，パラソルを利用する場合は，第１コートより東，または第１・２コートの南側に設置
　　するようにお願いします。安全管理のため，階段護岸付近の設置は禁止します。
　〇海岸内は禁煙です。喫煙される場合は，決められた喫煙場所（仮設のトイレ横）でお願いします。徹底くださ
　　い。（電子タバコ、加熱式タバコを含む）
　〇須磨海岸では，入墨やタトゥー，これらに類するもの等を露出することは条例で禁止（そのサイズを問わず
　　禁止）されていますので，必ず衣類で隠すか，テーピング等により全て隠して下さい。露出している者を発見
　　した場合，海岸管理者により大会自体の中止等，厳格に対応されます。
　〇須磨海岸では，ＢＢＱは条例で禁止されています。決して行うことの無いように徹底してください。
　〇多数の来場者が予想されますので，くれぐれも事故・トラブルが生じないよう，節度をわきまえて楽しんでい
　　ただくよう徹底してください。
　〇練習を行う場合，通行人の少ない場所で行い，その場合であっても周囲に最大の注意を払ってください。
　〇シャワー及び足洗い場は海岸西側の常設トイレに設置されていますので，そちらを利用ください。潮干狩り
　　会場上にある足洗い場（水道蛇口）は絶対に利用しないでください。
　〇休憩時間（12:30～13:00）について，ビーチ体験コーナーで実施されるビーチ綱引きやビーチフラッグスに積
　　極的に参加いただくようにお願いします。



時間

8:30

8:45

9:00

1 9:30

2 10:00 清水谷RFC vs HOKC Osaka ラガール Beach Monkeys vs teamLUCE Lady Unlache vs ユニ女

3 10:15 ノーボーダーズ vs Unlacheｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾞ 亀仙流 vs Unlache シルバースクリュー キッズ vs キッズ

4 10:30 Lady Unlache vs 蒐英40' ユニ女 vs THCテクニクス キッズ vs キッズ

5 10:45 teamLUCE vs Unlache シルバースクリュー Un lache vs ぐらびああいどる マジックマッシュ vs BC Nuts

6 11:00 空き vs 空き Beach Monkeys vs 亀仙流 キッズ vs キッズ

7 11:15 THCテクニクス vs Unlacheｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾞ ユニ女 vs ノーボーダーズ キッズ vs キッズ

8 11:30 清水谷RFC vs Lady Unlache HOKC Osaka ラガール vs 蒐英40' キッズ vs キッズ

9 11:45 teamLUCE vs 亀仙流 ユニ女 vs Unlacheｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾞ BC Nuts vs Un lache

10 12:00 THCテクニクス vs ノーボーダーズ Beach Monkeys vs Unlache シルバースクリュー マジックマッシュ vs ぐらびああいどる

11 12:15 HOKC Osaka ラガール vs Lady Unlache 清水谷RFC vs 蒐英40' teamLUCE vs ユニ女

13 13:00

14 13:15 teamLUCE vs Lady Unlache ぐらびああいどる vs BC Nuts マジックマッシュ vs Un lache

15 13:30 決T B3 １回戦 vs 決T B3 １回戦 決T B2 1回戦 vs 決T B2 1回戦 キッズ vs キッズ

16 13:45 決T B3 １回戦 vs 決T B3 １回戦 決T B2 1回戦 vs 決T B2 1回戦 キッズ vs キッズ

17 14:00 空き vs 空き 決T B1 1回戦 vs 決T B1 １回戦 キッズ vs キッズ

18 14:15 決T B3 2回戦 vs 決T B3 2回戦 決T B1 1回戦 vs 決T B1 1回戦 キッズ vs キッズ

19 14:30 決T B3 2回戦 vs 決T B3 2回戦 決T B2 2回戦 vs 決T B2 2回戦 B3プレート vs B3プレート

20 14:45 B2プレート vs B2プレート 決T B2 2回戦 vs 決T B2 2回戦

21 15:00 B1プレート vs B1プレート B3決勝 vs B3決勝

22 15:15 B2決勝 vs B2決勝

23 15:33 B1決勝 vs B1決勝

24 15:50

25 16:00

B-2

須磨ビーチフェスタ2019
ビーチラグビー大会

～ななえカップ2019～
第１コート 第２コート（メイン） 第３コート

開　　　会　　　式

　B1、B2、B3決勝トーナメント優勝の各チーム。

　表彰対象チームは閉会式にて、表彰を行いますので、閉会式へのご参加よろしくお願いします。

12 12:30

受付開始：９時00分
登録費5000円は受付時にお支払い下さい。

受付終了後はビーチクリーンにご協力よろしくお願いします。

昼　　　休　　　憩
ビーチスポーツ体験コーナー

キッズ

＊試合時間：６分-１分-６分

＊決勝トーナメントで同点の場合は、決勝戦を除く全ての試合は、ジャンケンにて勝敗を決めます。

＊決勝トーナメントの決勝戦で同点の場合は、エキストラVトライ方式にて勝敗を決めます。

＊表彰対象チーム

キッズエキシビジョンマッチ

閉　　会　　式

ビーチフェスタ主催ビーチクリーン

B-1 レディース



B－１

B－１ マジックマッシュ BC Nuts Un lache ぐらびああいどる 勝　敗 得失点差 順　位

マジックマッシュ 第3 10:45 第3 13:15 第3 12:00 　　勝　　負　　分

BC Nuts - 第3 11:45 第2 13:15 　　勝　　負　　分

Un lache - - 第2 10:45 　　勝　　負　　分

ぐらびああいどる - - - 　　勝　　負　　分

B－２

Aリーグ Beach Monkeys teamLUCE 亀仙流 Unlache シルバースクリュー 勝　敗 得失点差 順　位

Beach Monkeys 第2 10:00 第2 11:00 第2 12:00 　　勝　　負　　分

teamLUCE 第1 11:45 第1 10:45 　　勝　　負　　分

亀仙流 第2 10:15 　　勝　　負　　分

Unlache シルバースクリュー 　　勝　　負　　分

Bリーグ 清水谷RFC HOKC Osaka ラガール Lady Unlache 蒐英40' 勝　敗 得失点差 順　位

清水谷RFC 第1 10:00 第1 11:30 第2 12:15 　　勝　　負　　分

HOKC Osaka ラガール 第1 12:15 第2 11:30 　　勝　　負　　分

Lady Unlache 第1 10:30 　　勝　　負　　分

蒐英40' 　　勝　　負　　分

Cリーグ ユニ女 THCテクニクス ノーボーダーズ Unlacheｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾞ 勝　敗 得失点差 順　位

ユニ女 第2 10:30 第2 11:15 第2 11:45 　　勝　　負　　分

THCテクニクス 第1 12:00 第1 11:15 　　勝　　負　　分

ノーボーダーズ 第1 10:15 　　勝　　負　　分

Unlacheｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾞ 　　勝　　負　　分

Lady teamLUCE Lady Unlache ユニ女 勝　敗 得失点差 順　位

teamLUCE 第1 13:15 第3 10:00 　　勝　　負　　分

Lady Unlache 第3 12:15 　　勝　　負　　分

ユニ女 　　勝　　負　　分

須磨ビーチフェスタ2019
～ななえカップ2019～

レディースエキシビジョン



B１決勝トーナメント

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

B２決勝トーナメント

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

B３決勝トーナメント

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

ななえカップ2019　決勝トーナメント

B1優勝

第2 15;33

第2 14:00 第2 14:15

予選１位 予選４位 予選２位 予選３位

第1 15:00

B２優勝

第2 15:15

第2 14:30 第2 14:45

第2 13:30 第2 13:45

Aリーグ１位 Bリーグ２位 Cリーグ１位 Aリーグ２位 Cリーグ２位 Bリーグ１位

第1 14:45

B３優勝

第2 15:00

Aリーグ３位 Bリーグ４位 Cリーグ４位 Aリーグ４位 Cリーグ３位 Bリーグ３位

第3 14:30

第1 14:15 第1 14:30

第1 13：30 第1 13：45


