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滋賀県ラグビーフットボール協会

 大会開催趣旨

毎年5月に愛知県で開催されてきた『 関西・一宮セブンズ大会 』が閉幕したことを受け、これに代わる大

会として規模を縮小し『 SHIGA SEVENS FESTIVAL 』を開催するものです。関西・一宮セブンズ大会同様、滋

賀県をはじめ、国体を目指す各府県の代表チームが、日頃の競技力強化の成果や課題を見つける貴重な機会

となることを目的とし、更なるチーム力向上を願います。

１・主 催 滋賀県ラグビーフットボール協会

２・主 管 滋賀県ラグビーフットボール協会 強化対策委員会・クラブ委員会

３・後 援 滋賀県・滋賀県教育委員会・京都新聞社

４・協 賛 スズキスポーツ・セプター・カンタベリー

５・協 力 関西ラグビーフットボール協会

６・期 日 令和５年５月６日（土）・７日（日）

７・会 場 滋賀県希望が丘文化公園 球技場

８・出場チーム

 滋賀県代表チームホストチームとし、滋賀県の強化交流大会と位置づけ、交流のある府県への参加依頼

により参加意思を表明いただいたチームとする。但し、参加は支部協会管内の各府県を代表に相当する

チームで、府県協会より推薦されたチームとする。

【 成年男子 参加チーム 】 【 成年女子 参加チーム 】

 滋賀県成年代表（近畿ブロック） 滋賀県成年女子代表（近畿ブロック）

 鹿児島県成年代表（九州ブロック） ぎふ清流レディース（東海ブロック）

 福井県成年代表（北信越ブロック） 鳥取県女子ＳＷＡＮＳ（中国ブロック）

 鳥取県成年代表（中国ブロック）

 新潟県成年男子（北信越ブロック）

 愛媛県成年男子 (四国ブロック)



９・参加資格

① 選手は各都道府県協会に登録されたチームに所属し、且つ個人登録した者であること。

② 選手は（公財）スポーツ安全協会スポーツ安全保険（令和５年度分）等の保険に 加入していること。

③ 成年男子は満１８歳以上・女子は高校１年生を含む２００８年４月１日以前に生まれた者とする。

④ その他参加資格に疑義ある場合、あるいは府県協会に登録されたチームに所属していない選手のあ

る場合は、滋賀県ラグビーフットボール協会においてこれを裁定する。

１０・競技規則

 令和５年度（公財）日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則によって行う。

 試合時間は７分ハーフとし、ハーフタイムは 2分以内とする。

 チームには必ず SA資格者を帯同することとする。

 シンビンを適用する場合、退場時間は２分とする。

 各試合の登録選手は、１チーム１１名以内とする。

 各チームは試合ごとに登録した１１名のなかのリザーブ選手４名を交替（入替え）させることができ

る。但し、負傷により退場（出血交替は除く）、戦術入替で交替したプレヤー は再びその試合に出場

することはできない。※ 本国体のように監督＋選手１０名とし、監督は選手を兼ねる事が出来る（監

督は資格保持者とする。）という競技規則は適用致しません。

 出場選手が６名に達しないチームは棄権と見なす。

 未登録の選手を出場させたチームは試合を没収する。

 キックオフ時刻に５分以上遅れたチームは棄権とみなす。

 各試合のトスは、前試合のハーフタイム時に試合グランドの本部前で行う。

 レフリーは、大会本部で指名する。

 悪質なプレーによって退場処分となった選手は、規律委員会においてその処置を決定し、当該チーム

の責任者に伝達する。

 選手交代を行なう際は、交代選手が、第3 ARに『選手交代・入替申請書』を渡し、第3 ARの指示に従

って、選手の入替えを行なうもとする。

 女子は、必ずマウスガード、歯を保護するものの着用を義務とすること。また１９歳 未満の選手には、

ヘッドギア（ＷＲのマークがついたもの）着用も義務とする。

１１・競技方法

 ６チームによるリーグ戦を行う。

 勝ち点により最終順位を決定する。

 勝ち点が同じ場合は下記の順番で順位を決定する事とする。

・勝ち ３点 引き分け １点 負け ０点

・得失点差

・得失点差も同じ場合は、直接対決の結果で勝利したチームが上位とする。

 女子チームはエキシビションマッチとして行う。

１２・表 彰 優勝チームを表彰する。

１３・参加費用 男子１５,０００円 女子７，５００円 （会場費・レフリーフィー含む）

※交通費および宿泊費は各参加チームにてご負担下さい。



試試試試 合合合合 細細細細 則則則則
 傷 害

・試合中の傷害については、現場において応急の医療手当を施すが、その他についてはすべて従来のラ

グビー協会の慣例による。なお、マッチドクターは出務していただく予定。

・健康保険証を必ず持参すること。

 試合の組み合わせは、大会本部において抽選決定する。

 各チームはセカンドジャージを用意すること。

・アンダーウエァーは（長袖可）・スパッツ（ロング可）は共に、白色・紺色・黒色のみ可とする。

・チームでゲームパンツ・ソックスは統一するもとする。

※ゲームパンツはラインやマークの有無などのデザイン違いはNGとする。（メーカーロゴは対象外）

 雷等、荒天時等における「中断」「再開」について 試合中に落雷（雷鳴・雷光）が発生した場合、直

ちに試合を中断させる。中断ならびに 再開の判断は競技担当責任者を中心に、気象庁から発表される

気象警報を確認し大会関係者と協議し決定するもとする。

 レフリーについて

・試合は RF・AR１・AR2・AR3・インゴールジャッジ・タイムキーパーの体制で行なう予定。

 関西協会管内 他府県交流試合届・国内遠征届出書などは、所属協会に提出して下さい。

 各府県協会の押印された登録選手名簿と、スポーツ安全保険等の加入申込書の写しは期日までに、下記

のメールアドレスに送信すること。

 各試合における正規登録メンバーは、１１名とし、参加登録選手名簿に記載された選手内（２０名以

内）から選び、メンバー表に記入のうえ、試合開始３０分前まで本部席の記録係に提出すること。

 代表者会議

1. ２０２３年５月６日（土）１０：２０より１１：００まで

2. 代表者会議には各チームより、監督・キャプテンのいずれかの方がご出席下さい。

3. 参加登録選手名簿（協会印がおされた原本）をご持参ください。

4. 代表者会議には、1ST・2NDジャージをご持参ください。

5. 参加費はお釣りの無いよう封筒に入れご準備のほど宜しくお願い致します。

代表者会議内容

① 理事長挨拶

② レフリー委員会よりジャージ照合

③ レフリー委員長よりルール確認

④ 各チームよりの質問事項など

⑤ 参加費の徴収・領収書のお渡し

 必要提出書類

1. 参加申込書

2. 参加登録選手名簿 ２０２３年４月２３日（日）

２０２３年４月２３日（日）２０２３年４月２３日（日）

２０２３年４月２３日（日）まで

3. スポーツ安全保険等の加入申込書の写し ２０２３年４月２３日（日）

２０２３年４月２３日（日）２０２３年４月２３日（日）

２０２３年４月２３日（日）まで

4. ユニフォーム調査票

5. 試合開始３０分前に本部に提出するメンバー表と、試合中に第３ARに提出する選手交代・入替申請書は

代表者会議で各チームに配布する。



タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

滋賀県 福井県 鳥取県 鹿児島県 新潟県 愛媛県

滋賀県

福井県

鳥取県

鹿児島県

新潟県

愛媛県

1ST DAY ( 7-2-7 30分回し) 2ND DAY

代表者会議 10:20 ～ 11:00

滋賀

VS

福井
12:00 KO

鳥取

VS

鹿児島
12:30 KO

新潟

VS

愛媛
13:00 KO

滋賀女子 VS 鳥取女子

13:30 KO

滋賀

VS

鳥取
14:00 KO

福井

VS

新潟
14:30 KO

鹿児島

VS

愛媛
15:00 KO

滋賀女子 VS 鳥取女子

15:30 KO

会場アクセス会場アクセス会場アクセス会場アクセス

〒５２０－２３２１ 滋賀県野洲市北桜９７８ 西ゲートより園内へ ☎０７７－５８８－３２５１

滋賀

VS

新潟
10:30 KO

福井

VS

鹿児島
11:00 KO

鳥取

VS

愛媛
11:30 KO

岐阜女子 VS 鳥取女子

12:00 KO

滋賀

VS

鹿児島
12:30 KO

鳥取

VS

新潟
13:00 KO

福井

VS

愛媛
13:30 KO

滋賀女子 VS 鳥取女子

14:00 KO

鹿児島

VS

新潟
14:30 KO

福井

VS

鳥取
15:00 KO

滋賀

VS

愛媛 15:30 KO

滋賀女子 VS 岐阜女子

16:00 KO


