
【東芝ブレイブルーパス東京】　ルーパスカップ実行委員／望月雄太（チームリクルーター/アカデミー担当）　

携帯番号：090-6118-9678

【東芝ブレイブルーパス東京】　ルーパスカップ実行委員／梅田紘一（アカデミー担当）　

携帯番号：090-8379-7989

【東芝ブレイブルーパス東京】　ルーパスカップ実行委員／吉岡大悟（事業運営部）　

携帯番号：070-2435-4551

　　　神奈川県ラグビー協会 川崎市ラグビースクール 一橋大学ラグビー部

　　　川崎市 川崎市ラグビーフットボール協会

　　　　　　

　　　無料 （参加に伴う交通費、滞在費は各チームの負担とする）

　　　　　　

　　　・各チームからご提出頂きました個人情報は大会運営におけるコロナ対策や事業所との連携のみに使用致します。

　　　・お車での入場は出来ませんので各スクール＆クラブ内スタッフ・ご父母様に徹底願います。

　　　・独自ルールでの大会となりますので別紙を熟読願います。

　　  ・レフリー各位へ、スタイルは短パン・ストッキング・ジャージを着用して下さい。

　　　・駐車場はありません。

　　　・近隣商業施設への駐車は厳禁です。連絡が入り、大会開催が出来なくなります。

　　　・大会終了後は、リーグワンの試合を観戦していって下さい。

１２．その他

　　 ・メモ帳と筆記用具は各自持参してください。

　　　・大会出場中の映像・記事・写真・記録などのテレビ、ビデオ、新聞、雑誌、インターネットなどへの掲載権・肖像権は､主催者に帰属します。

１３．注意事項

　　　【注意事項＆お願い】

　　　1月7日(土)　　vs 静岡ブルーレヴズ　子供は無料招待　　保護者は2000円で優待　【申し込みは各自】

　　　参加（4チーム）：BFJRC、川崎RS、麻生RS、グリーンクラブRS

９．参加資格

　　　１．東芝ブレイブルーパス東京が提案する独自ルールに賛同頂けたチーム。

　　　２．保護者が参加を承諾し、各チームに所属していること。

　　　　　チーム引率者（各学年1名以上のコーチ、1名の審判（コーチと兼務可能）　を必要とする。

　　　３．小学５、６年生を対象とする。

１０．参加費

１１．参加特典

６．会場協力

８．参加チーム

　　　　※実施の場合は特に連絡は致しません。

３．　会場

　　　　.等々力補助陸上競技場

４．　主催

東芝ブレイブルーパス東京(株)

５．運営協力

７．協賛

　　　(株)　ゴールドウイン　カンタベリー事業部

　　　　※小雨決行　　中止の判断は、当日朝が早い為、予報が微妙な場合は一時判断として前日の夜に連絡（予報が微妙な場合のみ連絡）

　　　　　　　　　　　　 　当日、急な荒天や天災の場合は、AM5:00、参加チームへ連絡致します。

第3回　LUPUS　CUP　大会概要
１．大会名称

第３回　LUPUS　CUP　『紳士・淑女の種を育てる大会』

２．　日程

　　　2023年 1月7日（土）小学校5・6年生 　9:00 開場  9:50 試合開始 13:00 完全撤収



TBL独⾃ルール 上記①〜⑥に対しての詳細説明
① マストではありませんが、⼤会の前週の練習時に、各チームで少し練習しておくとスムーズかと思います。

② 試合中などに⾔葉を発してはいけないということではありません。良いプレーに対してはいつも以上に褒めて盛り上げてあげて下さい。

③

親御さんはメモ帳を1⼈の⼦供に対して1冊持参してください。
そこに1ページに１つでいいので、⼦供の良いプレーを⼤きく書いて下さい。メモ帳を使い切るくらい多くのことを⼤きく書いてください。
⼤会後帰宅時、帰宅後に⼦供達とはこのメモ帳に書いたことを中⼼に会話をして下さい。
最終的に、このメモ帳は⼦供達にプレゼントしてください。
⼦供は、「親が⾃分のこんなプレーを⾒てくれていた！」「こんなに褒められて嬉しい！」などポジティブなメモ帳となります。

【メモ帳と筆記⽤具を各⾃で必ず持参願います】

④ 試合後にマッチファシリテーター（その試合を担当する感想戦の進⾏役）が最初のきっかけを作りますので、
⼦供同⼠でその試合に向けて準備したこと、どんな作戦を準備したか、相⼿の良かったプレーなど⼦供同⼠で多くの意⾒交換をします。

⑤ 各チーム⾃チームで2試合した後に、今度は対戦したチームとチームを組みいつもと違うメンバーで試合をします。
他チームの選⼿とのコミュニケーション、他チームの⼦のプレーから学ぶこと、相⼿へのリスペクトなど多くの学びを得て欲しいと思っています。

⑥ 閉会式の後に、全員でグラウンドに挨拶をしたあと、⼤きな円陣を作り、
東芝ブレイブルーパス東京の選⼿たちも試合後に⾏っている「締め」を⾏って⼤会を終わりにします。



■全体スケジュール
8:50 各チーム集合
9:00 ⼊場開始
9:10 開会式
9:25 事務局・各スクール代表者・レフリーによるブリーフィング
9:50 試合開始

12:15 試合終了
12:35 閉会式
12:45 ⼤会終了 (13:00までに撤収)
14:30 リーグワン第３節

 東芝ブレイブルーパス東京 vs 静岡ブルーレヴス

8:30  事務局集合＆設営準備
9:00  ⼊場後設営（試合コート・本部作り・テント）
9:05  開会式準備（開会式参加者誘導）
9:45  試合開始準備

12:30  閉会式準備
12:45  撤収準備
13:00  完全撤収

■試合運営

1⽉7⽇(⼟) ⾼学年（5,6年⽣）



注意事項
・駐⾞場はございませんので公共交通機関をご利⽤ください。
・場内及び周辺施設は全⾯禁煙です。
・アルコールのお持ち込みや飲酒はできません。
 また、グランド内(⼈⼝芝)での⾷事は厳禁です。

体調管理に関して
１、当⽇の朝、必ずご⾃宅にて体調チェック(体温やその他の症状の有無)をお願いいたします。
２、無理な来場は、勇気を持って⾒合わせてください。
・体調が良くない場合(発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある⽅)
・同居者や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合
３、場内ではマスクを着⽤してください。
４、⼊⼝やトイレの列など、フィジカルディスタンスを確保してください。
５、⼿洗い、⼿指消毒をこまめに⾏ってください。

配置図



■タイムスケジュール

■1⽉7⽇（⼟）＠等々⼒補助陸上競技場
時間 対象 試合上限 場所 チーム編成 学年 試合時間 感想戦 試合間 チーム数 試合数 出場時間

コート① ⾃チーム 5年 10分 5分 2分 5 2 20分

コート② ⾃チーム 6年 10分 5分 2分 5 2 20分

コート① MIXチーム 5年 10分 5分 2分 5 2 20分

コート② MIXチーム 6年 10分 5分 2分 5 2 20分

▼5年⽣ 時間 10分1本   試合後  感想戦5分  試合間  2分 ▼6年⽣ 時間 10分1本   試合後  感想戦5分  試合間  2分

チーム レフリー・TJ チーム 感想戦ファシリテーター チーム レフリー・TJ チーム 感想戦ファシリテーター

8:30 8:30

9:00 9:00

9:10 9:10

9:50 府中A 県市協会 川崎 一橋大学ラグビー部 9:50 川崎A 県市協会 グリーンRS 一橋大学ラグビー部

10:02 麻生 県市協会 グリーンRS 一橋大学ラグビー部 10:02 川崎B 県市協会 麻生 一橋大学ラグビー部

10:14 川崎 県市協会 府中B 一橋大学ラグビー部 10:14 府中 県市協会 川崎A 一橋大学ラグビー部

10:26 グリーンRS 県市協会 府中A 一橋大学ラグビー部 10:26 グリーンRS 県市協会 川崎B 一橋大学ラグビー部

10:38 府中B 県市協会 麻生 一橋大学ラグビー部 10:38 麻生 県市協会 府中 一橋大学ラグビー部

10:50 10:50

11:00 11:00

試合時間 試合時間

11:15 G1 県市協会 G2 一橋大学ラグビー部 11:15 G1 県市協会 G2 一橋大学ラグビー部

11:27 G3 県市協会 G4 一橋大学ラグビー部 11:27 G3 県市協会 G4 一橋大学ラグビー部

11:39 G5 県市協会 G1 一橋大学ラグビー部 11:39 G5 県市協会 G1 一橋大学ラグビー部

11:51 G2 県市協会 G3 一橋大学ラグビー部 11:51 G2 県市協会 G3 一橋大学ラグビー部

12:03 G4 県市協会 G5 一橋大学ラグビー部 12:03 G4 県市協会 G5 一橋大学ラグビー部

12:15 12:15

12:35 12:35

12:45 12:45終了

ミックス戦終了 ミックス戦終了

閉会式

終了

MIXチーム MTG

以下ミックス戦

時間 10分1本  感想戦5分  試合間2分

キックオフ

開門

開会式

チーム戦終了

設営準備

コート⑦

MIXチーム MTG

以下ミックス戦

時間 10分1本  感想戦5分  試合間2分

閉会式

開会式

チーム戦終了

キックオフ
コート⑤

設営準備

開門

9:50-12:15 5,6年⽣

50分

60分



■MIX戦チーム編成

MIX戦 5年⽣ ６チーム編成

G1 リザーブ G2 リザーブ G3 リザーブ G4 リザーブ G5 リザーブ
担当コーチ 府中A 3名(ポジ関係無) グリーンRS 3名(ポジ関係無) 府中B 3名(ポジ関係無) 川崎RS 3名(ポジ関係無) ⿇⽣RS 3名(ポジ関係無)
FW 府中A 府中A ⿇⽣RS 府中A 川崎RS グリーンRS グリーンRS グリーンRS 府中B グリーンRS
FW グリーンRS グリーンRS 府中A グリーンRS ⿇⽣RS グリーンRS 府中B 府中B 川崎RS 川崎RS
FW 川崎RS 川崎RS グリーンRS 川崎RS 府中B 川崎RS ⿇⽣RS 川崎RS 府中A ⿇⽣RS
SH ⿇⽣RS 川崎RS グリーンRS 府中A 府中B
SO 府中B ⿇⽣RS 川崎RS グリーンRS 府中A
CTB 府中A 府中B ⿇⽣RS 川崎RS グリーンRS
CTB グリーンRS 府中A 府中B ⿇⽣RS 川崎RS
WTB 川崎RS グリーンRS 府中A 府中B ⿇⽣RS
WTB ⿇⽣RS 川崎RS グリーンRS 府中A 府中B

MIX戦 6年⽣ ６チーム編成

G１ リザーブ G２ リザーブ G３ リザーブ G４ リザーブ G５ リザーブ
担当コーチ 府中 4名(ポジ関係無) グリーンRS 4名(ポジ関係無) 川崎A 4名(ポジ関係無) ⿇⽣ 3名(ポジ関係無) 川崎B 3名(ポジ関係無)
FW 川崎A 川崎A 府中 川崎A 川崎B 川崎A ⿇⽣ 川崎A グリーンRS 川崎A
FW ⿇⽣ ⿇⽣ 川崎A ⿇⽣ 府中 ⿇⽣ グリーンRS 川崎B 川崎B 川崎B
FW 川崎B 川崎B ⿇⽣ 川崎B グリーンRS 川崎B 府中 府中 川崎A グリーンRS
SH 府中 グリーンRS 川崎B グリーンRS グリーンRS グリーンRS 川崎A ⿇⽣
SO グリーンRS 府中 川崎B ⿇⽣ 川崎A
CTB 川崎A グリーンRS 府中 川崎B ⿇⽣
CTB ⿇⽣ 川崎A グリーンRS 府中 川崎B
WTB 川崎B ⿇⽣ 川崎A グリーンRS 府中
WTB 府中 川崎B ⿇⽣ 川崎A グリーンRS

・各クラブにて誰がどこのチームになるかを下記の表に当てはめて予め決めておいてください。事前に決めておき当⽇⽋席者が出た場合にも対応したいと思います。
・複数チームエントリーしているクラブはひとまずこちらで聞いている⼈数を半分にしていますので、クラブ内で適宜⼊替えておいてもらって構いません。
・基本的にチーム戦で戦った相⼿とのミックスになるので、グループ内で編成して、ある程度ポジションもふまえて事前に割振っておいてください。
・ミックス戦の際の各チーム付コーチは各チームのコーチにご協⼒をお願いします。⾃分の担当するチームに割振られた⼦供達を呼び込んで下さい。

・残りは全員リザーブになるので、リザーブの選⼿は好きなポジションで⾏ってハーフタイムに交代してください。

・ミックス戦のコーチは各スクールのコーチが⾏い、最初のきっかけ作りをしてあげる。
・ミックス戦では、下記の表を元にチームを編成してください。
・ポジションで分けているので、各チームに割り当てられている⼈はそのポジションで⾏う。



■感想戦
試合をして相⼿チームに対して感じたことを⾔葉にして表現する。
試合について、⾃分達に対する意⾒を同年代の相⼿から聞く事で、⾃分達を客観視できる。
試合をするだけではなく、直後に何があったかを考えることで、「なんとなく」を防⽌する。
相⼿からの学び、相⼿に対するリスペクト、試合ができる感謝、多くの気づきを得ることが出来る。

・将棋の感想戦をイメージする。
・ファシリテーターが多く話すのではなく⼦供達が積極的に話しをする。
・試合後にグラウンドの外で実施
・試合後、⼦供達がスムーズに会話出来るようにリードをする。
・ファシリテーターは会話のきっかけ作り中⼼で、⼦供達に多く話しをさせる。

●会話の内容例
・この試合に向けてどんな準備をしてきたか？
・⾃分達のチームの中で意識していたことはなにか？
・相⼿チームの分析はしたか？
・試合してみて相⼿チームはどんなチームだったか？
・相⼿にはどんな選⼿がいたか？
・同じチームでプレーしてみたい相⼿はいたか？
・凄いやつは誰？何がすごい？
・相⼿チームから学びたい事は？
・相⼿の素晴らしかったプレーは？
・次の試合に向けて意識することは？



■レフリー／タッチジャッジ【今回は全て県や市協会の⽅にお願いします】

●レフリー

■コーチ

●コーチの動き

 ⇒メンバーの交代などは事前に決めておいても構いませんが、コーチもサポート願います。

また、レフリーへの苦⾔は厳禁です。尊重しましょう。

試合開始時間など、⼦供達が⾃分達で準備して動けるように、サポートをお願いします。

■保護者
・⼦供達がテンション⾼くプレー出来るように前⽇や当⽇の朝なども怒らずに盛り上げて上げて下さい。
 【メモ帳と筆記⽤具は必ず持参ください。貸出はしておりません】
・会場に到着後は、⼦供達の練習、プレーをしっかりと⾒てあげて下さい。
（携帯をいじっていたり、保護者同⼠での会話が盛り上がって⼦供を⾒失わないように）
・メモ帳への記載は、会場到着後からスタートしております。練習前の準備・開会式の⽴ち姿・ウォーミングアップなども対象です。
・試合中は、しっかりと応援してあげて下さい。ただし、⼦供のプレーを怒らない！咎めない！、そして褒める！は、徹底願いします。

⑤ 試合終了後、挨拶が終わったら得点など試合結果を⼤会本部テントに報告する。
④レフリーはマッチファシリテーターと共にグラウンドを出て、感想戦の場所で試合結果と挨拶を⾏い、マッチファシリテーターとバトンタッチ

 ・試合後の挨拶だけはグラウンド内で⾏い、その後は各コートのファシリテーターへバトンタッチ

●タッチジャッジ
県協会・市協会からサポートについてくれている⽅に依頼

県協会・市協会からサポートについてくれている⽅に依頼
① 担当試合の2分前に、グラウンドサイドに対戦チーム同⼠を集めて⼦供達へブリーフィング/コイントスと挨拶
 ・次戦対戦するチームへは、本部とも連携して⾏なってもらう。
② ルールは⽇本協会のルールに則りおこなう【開会式後に運営側とチーム代表者・各チームレフリーでブリーフィングを⾏います】
③ 時間は⼤会本部と連動して⾏い、試合開始と試合終了の合図は⼤会本部から⾏う。（タイムキーパ―制）

ミックス戦に割り当てられたコーチは⼦供達の話しを聞きながら、ポジションの調整と時間半分での交代の指⽰をお願いします。

W-UPはコーチ主導で実施願います。
スタメンは⼦供達で決めてもOKだが、難しければコーチ介⼊OK。

必ずその試合に向けての作戦や意気込みなどを決めるようにリードをお願いします。
良いプレーを全⼒で名指しで褒めてあげて下さい。
ただし、ラフプレーなどはしっかりと注意してあげて下さい。


