NO.1
行事予定
日付
曜日
2月16日 日
2月23日 日
3月1日 日
3月8日 日
3月22日 日
4月11日 土
4月12日 日
4月18日 土
5月4日 月
5月10日 日
5月17日 日
6月6日・7日 土・日
7月18日・19日 土・日
8月22日・23日 土・日

迷惑通信
年代
赤以上
赤以下
全
全
紺以上
赤以上
全
全
赤以上
全
全
全
全
全

内容
長崎当惑交流試合
練習試合
佐世保三惑大会
神惑親善試合
熊惑定期戦
三惑大会
三惑大会
東惑定期戦（仮）
ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ

ＢＯＢ定期戦
佐賀三惑大会
九州惑大会
福岡惑大会（仮）
総会・夏合宿

11月1日･2日 日・月 赤以上 ねんりんピック岐阜

2
KO
13:00
11:00
11:20
12:45
未定
12:00
未定
15:30
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

月号

本城競技場サブ
神惑
未定
熊惑
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 不惑・惑惑
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 不惑・惑惑
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ
東惑
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州連合
芦屋基地
ＢＯＢ
未定
惑葉
本城競技場
未定
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ
未定
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

令和2年2月3日
集合はKOの１時間前
服装
備考
正装 バス・ファンクション
自由 バス・ファンクションなし
正装 バス・ファンクション
正装 バス・前夜祭あり
自由 バス・ファンクション
正装 バス・ファンクション
正装
ファンクション
正装 バス・ファンクション
正装
ファンクション
自由 バス・ファンクション
正装 バス・ファンクション
正装
前夜祭あり
正装
正装

関市ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ中
池

正装

グラウンド
かきどまり陸上競技場
乃木浜人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

対戦相手
当惑
山惑他

佐世保・東部ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 当惑・台湾巨人

未定

福岡市ﾕﾆﾌｫｰﾑ

郡上市まん真ん中広場

※スケジュールの回答は2月14日までにお願いします
試合スケジュール
※今後、試合参加費＠500円の徴収を徹底いたしますのでご協力ください。
ファンクション参加者は参加費に含まれます。
※年明け以降の試合は、各パンツとも三惑大会に向けた調整やセレクションを兼ねております。
調整の上、参加いただきますようお願いします。
■長崎当惑クラブ（赤以上）
日時：令和2年 2月16日（日）
場所：長崎市運動公園かきどまり陸上競技場サブグラウンド
試合：over65 13:00- 迷惑vs当惑/玄海 15分×1本
赤
13:20－ 迷惑vs当惑 15分×1本 13:40－ 当惑vs玄海 15分×1本
14:00－ 迷惑vs玄海 15分×1本
懇親会あり（1時間程度、会費1,500円） シャワー：あり（100円）
※バスを出します（パイレーツ同乗）
JR黒崎駅7:50→JR福間駅8:50→天神日銀前9:30→基山SA10:00→グランド12:00
■練習試合：山惑クラブ他※赤パンツ以下のみ対象です
日時：令和2年 2月23日（日）
場所：下関 乃木浜グラウンド（人工芝）
試合：白パン 9:30集合 10:00－ アップ＋ＡＤ 11:30－ vs山口若手 25分×1本
紺パン11:00集合 11:30－ アップ＋AD 13:00－ vs山惑・惑染（白） 25分×1本
赤パン12:30集合 13:00－ アップ＋AD 14:30－ vs山惑・惑染（紺）＋山惑（赤） 15分×2本
懇親会・バス なし（博多駅集合で自家用車に乗り合わせします）
■定期戦：佐世保当惑クラブ（迷惑・当惑・惑葉）
日時：令和2年 3月1日（日）
場所：佐世保 東部グランド
試合：赤以上 10:30－ 当惑vs台湾巨人軍 20分×2本
黄
11:20－ 迷惑vs台湾・当惑・惑葉 15分×1本
赤以上 11:40－ 迷惑vs惑葉 20分×2本
紺白 12:30－ 当惑vs惑葉 30分×1本 13:05－ 迷惑vs当惑 30分×1本 13:40－ 惑葉vs迷惑 30分×1本
紺白 14:15－ 当惑vs台湾・迷惑・惑葉 20分×2本
懇親会：17:00－ ザ・パラダイスガーデン・サセボ（会費5,000円） 風呂：あり
※バスを出します
JR黒崎駅7:00→天神日銀前8:00→基山SA8:30→グランド10:20
■親善試合：神惑クラブ
日時：令和2年 3月8日（日）
場所：北九州･本城競技場サブグラウンド
試合：K.O.12:45－赤以上 20分×2本 13:40－紺白 25分×2本
懇親会：あり （競技場会議室 1時間程度 @2,000円）
前夜祭：あり （福岡市内予定）※服装自由
バス：あり （神惑クラブが福岡宿泊の場合は同乗）
■定期戦：熊惑クラブ（紺以上）
日時：令和2年 3月22日（日）
場所：熊本県総合運動公園ラグビー場（予定）
試合：未定 ※黄パン単独試合（15分×1本）予定
懇親会：あり（会場調整中）
※バスを出します

■三惑大会福岡
日時：令和2年 4月11日（土）12日（日）
場所：グローバルアリーナ（人工芝グラウンド×2面）
試合：未定
懇親会：ノーサイドクラブ
■定期戦：名古屋東惑クラブ 全パンツ（赤以上/紺白）
日時：令和2年4月18日（土）
試合時間：15:30 （トップリーグ試合終了後）
場所：グローバルアリーナ （メインスタジアム）
ファンクション：あり (グローバル）
バス：あり
■グローバルワールドユース・エキシビジョンマッチ 赤以上

日時：令和2年5月4日（月）
場所：グローバルアリーナ
※詳細は未定
■定期戦：BOBクラブ 全パンツ（赤以上/紺白）
日時：令和2年5月10日（日）
場所：航空自衛隊芦屋基地グランド
ファンクション：あり （基地内バーベキュー）
バス：あり
■定期戦：佐賀惑葉クラブ（迷惑・当惑・惑葉） 全パンツ（赤以上/紺白）

日時：令和2年5月17日（日）
場所：県総合運動公園または健康センターグランド （調整中）
ファンクション：あり
バス：あり
■九州惑大会 全パンツ（赤以上/紺白）

日時：令和2年6月6日（土）～7日（日）
場所：北九州・本城競技場
前夜祭：あり （場所未定）
■福岡県惑交流大会（仮） 全パンツ（赤以上/紺白）

候補日：令和2年7月18日（土）～19日（日）
場所：グローバルアリーナ （メインスタジアム）
ファンクション：あり
バス：あり （予定）
■夏合宿および総会 全パンツ

日時：令和2年8月22日（土）～23日（日）
場所：グローバルアリーナ （メインスタジアム）
※合宿は玄海OPと合同
■ねんりんピック・岐阜 赤以上

日時：令和2年11月1日（日）～2日（月）
場所：関市グリーンフィールド中池 他
試合：未定
●● お知らせ ●●
毎日新聞社より以下の案内がありました。
ご興味のある方はお申し込みください。（申込〆切2/11）無料。
日時：令和2年3月4日（水） 16:00-17:00
会場：リーガロイヤルホテル小倉 ３階エンパイアルーム
講師：今泉清氏（元ラグビー日本代表）
演題：ラグビーに学ぶ最強チームの作り方
■スポーツ保険、保険金請求のお知らせ
スポーツ安全保険の保険金請求方法のお知らせです。
スポーツ安全保険に加入されている方で試合中等にケガをされた方は下記の方法で保険金請求ができます。
通院1日のみでも請求可です。65歳以上1,000円/日、64歳以下1,500円/日
○請求方法
迷惑クラブＨＰもしくは下記ＵＲＬからＨＰへ
→ページ上部のタブから「ネット申し込み」を選択、ログイン
→会員ＩＤ：40008-K0587-00219、パスワード：meiwaku1 を入力
→ページ上部のタブから「事故通知」を選択 →事故発生日を入力して自分の氏名で検索
→必要事項入力すれば保険金請求書類が自宅宛に届きます。
治療終了後に請求してください。
スポーツ保険ＨＰ： http://www.sportsanzen.org/index.html
お問い合わせは、白パン小松（０９０－２５０５－６４８９）へ

