
NO.1 迷惑通信 3 月号

行事予定
日付 曜日 年代 内容 KO時間 場所 対戦相手 服装 備考

3月12日 日 赤以上 定期戦 13:30 大分市・駄ノ原運動公園 大分困惑/玄惑クラブ 自由 懇親会なし/バスあり

3月19日 日 全 強化試合 12:30 武雄市・白岩運動公園 佐賀惑葉クラブ 自由 懇親会なし/バスあり

3月19日 日 － － 彌重会長・的場主将

3月26日 日 全 強化試合 12:00 下関市・乃木浜総合公園 山惑クラブ/under40 自由 懇親会なし/バスあり

4月2日 日 全 三惑前最終練習 13:00 サニックス玄海グランド － 自由

4月2日 日 － － 彌重会長・小畠副会長

4月8日 土 紫以上 第6回over80東西対抗 12:00
東京都府中市・
朝日フットボールパーク

東軍
（関東協会所属クラブ）

正装
参加者確定
懇親会あり

4月8-9日
土
日

全
第69回三惑対抗
東京大会

12:00
11:40

東京都府中市・
朝日フットボールパーク/
AGFフィールド

不惑/惑惑クラブ 正装 両日とも懇親会あり

5月6日 土 全 未定 台湾巨人クラブ

5月7日 日 全 未定 無惑クラブ

5月14日 日 全 佐賀三惑定期戦 未定 佐賀市内 佐賀惑葉クラブ 未定 詳細は調整中

5月28日 日 全 維新杯ラグビー大会 未定 山口市・維新公園 山惑/惑染クラブ 未定 詳細は調整中

6月10-11日 土日 全 第42回九州惑大会 未定 佐賀市・サンライズパーク 未定 未定 前夜祭あり

8月26-27日 土日 全 クラブ総会＆夏合宿 未定 グローバルアリーナ － 自由 懇親会・宿泊あり

9月16日 土 全 国際交流試合（フランス）
12:00頃

予定
Aix-en-Provence・
Stade Maurice David

Les Esquiche Coudes
/Tom Tom

正装
熊惑クラブ合同
懇親会・バスあり

10月29-30日 日月
満60歳
以上

ねんりんピック2023
愛媛大会

未定
愛媛県四国中央市・
スカイフィールド富郷

未定 自由
10/28開会式
（福岡市ユニフォーム）

※出欠回答期限：山惑/U-40強化試合および台湾遠征は3月20日（月）まで、三惑大会は3月28日（火）まで

【第69回三惑対抗ラグビーフットボール大会・東京大会/第6回over80東西対抗戦】

大会概要は「迷惑通信3月第3号」でお知らせしたとおりですが、懇親会場行きシャトルバスの発車時刻を追記しています。

参加に関する最終回答期限を3月28日（火）としますので、参加予定者は期日までに必ず各パンツ連絡担当者へ回答（または

スプレッドシートに記入）してください。

併せて、大会参加費@2,000円、懇親会参加費@5,000円（両日とも参加する場合はプラス@2,000円）を振込んでください。

（over80は大会参加費＋懇親会参加費@5,000円、女性の懇親会参加費は各回@2,000円）

　　振込先：福岡銀行 博多支店　　普通 2187341　　迷惑ラグビー俱楽部

　　　　※年会費の口座とは異なりますので注意してください。また、振込み手数料は各自負担してください。

　　納入期限：3月28日（火）

【第69回三惑対抗ラグビーフットボール大会・東京大会/第6回over80東西対抗戦】　全（紫以上/黄/赤/紺/白）

　　日時：令和5年4月8日（土）～9日（日）　　

　　場所：東京都府中市・府中朝日フットボールパーク （天然芝）

西武多摩川線・多磨駅より徒歩6分

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/sakka/asahi.html

　　　　　 東京都府中市・AGFフィールド （天然芝）

京王線・飛田給駅より徒歩8分

https://www.ajinomotostadium.com/overview/athleticfield.php

　　大会参加費：黄～白 @2,000円（記念バッヂ・パンフレット代を含む）、over80 @5,000円（更に懇親会参加費を含む）

※昨年の福岡大会と同様、DVDは作成しません（You Tube に掲載）。弁当もありません。

　　懇親会参加費：黄～白 1回目@5,000円/2回目@2,000円、女性 各回@2,000円、over80 全て無料（大会参加費に含む）

　　参加受付：両日とも府中朝日フットボールパーク入口

※参加確認ならびに大会パンフレット・記念品を渡します。

※赤・紺選手は受付後、シャトルバス（随時）または徒歩（約15分）にてAGFフィールドへ移動してください。

令和5年3月7日

集合はKO時間の１時間前

正装
佐世保当惑クラブ合同
両日とも懇親会あり

国際交流試合（台湾）
台北市・
百齢河濵公園

東惑クラブ創部70周年祝賀会 名古屋市・名鉄グランドホテル

京都まいこクラブ創部15周年祝賀会 京都市・都ホテル京都八条



　　スケジュール（第1日）：4月8日（土）　

　　　【府中朝日フットボールパーク】 　【AGFフィールド】

　　　12:00-12:35  over80（15分×2）東軍vs 西軍 　12:00-12:45 赤（20分×2） 惑惑vs不惑

　　　12:35-13:10 黄（15分×2） 惑惑vs不惑 　12:55-13:40 赤（20分×2） 迷惑vs惑惑

　　　13:20-13:55 黄（15分×2） 迷惑vs惑惑 　13:50-14:35 赤（20分×2） 迷惑vs不惑

　　　14:05-14:50 黄（15分×2） 迷惑vs不惑

　　　【懇親会：味の素スタジアム・パーティールーム】　※AGFフィールドより徒歩5分

　　　13:40-15:00 over80交流会　　　※懇親会場行きシャトルバス：朝日フットボールパーク 13:25発　　

　　　15:40-16:55 黄赤交流会　　　　 ※懇親会場行きシャトルバス：朝日フットボールパーク 15:20発　

　　スケジュール（第2日）：4月9日（日）

　　　【府中朝日フットボールパーク】 　【AGFフィールド】

　　　　9:45-10:35 デフラグビー （50分予定）

　　　10:45-11:30 赤以上交流戦 （45分想定） 

　　　11:40-12:35 白（25分×2） 惑惑vs不惑 　11:40-12:35 紺（25分×2） 惑惑vs不惑

　　　12:45-13:40 白（25分×2） 迷惑vs惑惑 　12:45-13:40 紺（25分×2） 迷惑vs惑惑

　　　13:50-14:45 白（25分×2） 迷惑vs不惑 　13:50-14:45 紺（25分×2） 迷惑vs不惑

　　　【懇親会：コンチネンタルホテル府中】　※京王線・府中駅より徒歩2分

　　　15:45-17:00 全体交流会　　　　※懇親会場行きシャトルバス：朝日フットボールパーク 14:50/15:25発（AGF経由）

　　ルール：前回大会（第68回・福岡大会）を全て踏襲 （詳細は各パンツ主将に確認）

　　備考：水・スポーツ飲料は各自準備 （コロナ感染対策）

【その他の試合スケジュール】

3月は三惑大会に向けて多くの試合を予定しています。引き続き、常に厳重な感染対策を講じ、発熱・咳・喉の痛み等の症状

がある場合は欠席するなど自己管理を徹底してください。濃厚接触者となった場合も参加を控えてください。

また、試合会場においても、こまめな手洗い・消毒に加えて、飲料水は個人用を準備するなど感染防止に努めてください。

【定期戦：大分困惑クラブ/玄惑クラブ】　赤以上（黄以上/赤）

　　日時：令和5年3月12日（日）　　

　　場所：大分市・駄ノ原総合運動公園 （天然芝）

　　試合：赤（各20分×1）　   13:30-13:50　困惑vs玄惑　　13:55-14:15　 迷惑vs困惑　　14:20-14:40　 迷惑vs玄惑

　　　　　 黄以上（15分×2）　14:45-15:20　組合せは各チームの参加人数により当日決定 　

　　ファンクション：なし

　　バス：@4,000円　

JR八幡駅ロータリー 8:30→JR博多駅筑紫口LAWSON前 10:00→基山SA 10:30→駄ノ原総合運動公園 12:30

【強化試合：佐賀惑葉クラブ】　全パンツ（赤以上/紺白）

　　日時：令和5年3月19日（日）　11:00集合（会場設営）　

　　場所：武雄市・白岩運動公園 （天然芝）

　　試合：黄（15分×2）　　 12:30-13:05　　　　※惑葉・黄が少ないため、迷惑＋惑葉を2分してチーム編成

           赤（15分×3）　   13:10-14:05

           紺白（25分×2）　14:10-15:05

　　ファンクション：なし

　　バス：@4,000円　　 JR博多駅筑紫口LOWSON前 9:30→基山SA 10:00→白岩運動公園 11:00



【強化試合：山惑クラブ/山口県under40】　全パンツ（黄以上/赤/紺/白）

　　日時：令和5年3月26日（日）　　

　　場所：下関市・乃木浜総合公園

　　試合：黄（15分×2）　12:00-12:35　　vs山惑・黄赤　

           赤（20分×2）　12:40-13:20　　vs山惑・赤紺　

           紺（25分×2）　13:30-14:25　　vs山惑・紺白　

           白（25分×2）　14:30-15:25　　vs山口県内クラブunder40　

　　ファンクション：なし

　　バス：@4,000円 JR博多駅筑紫口LOWSON前 9:00→黒崎IC引野口バス停 10:20→乃木浜総合公園 11:00

【三惑前最終練習】　全パンツ（赤以上/紺白）

　　日時：令和5年4月2日（日）

　　場所：サニックス玄海グランド・第一グランド （天然芝）　　宗像市神湊1268-59

　　スケジュール：赤以上 13:00-14:30　　紺白 14:30-16:00

　　注意：第二グランドは他団体が使用中です。駐車場は左側（第一グランド側）を使用してください。

　　　　　　（駐車台数が少ないため、出来れば自家用車の乗り合いをお願いします。）

　　　　　　クラブハウスへの立入りは出来ません。トイレは屋外（駐車場脇）を使用してください。

【台湾遠征・国際交流試合】　全パンツ（赤以上/紺白）

　　日程：令和5年5月5日（金）～8日（月）

　　費用：@135,000円

　　対戦相手：台湾巨人ラグビークラブおよび無惑ラグビークラブ

　　スケジュール：「迷惑通信2月号」の添付資料参考

【お知らせ：令和5年度スポーツ保険の加入申し込み】

加入希望者は4/5（水）までに保険タイプ（65歳以上・64歳以下ともに①または②）を回答のうえ、下記口座に保険料を振込んで

ください。なお、締切りを過ぎた場合は各自でコンビニ等から振込み手続きをしてください。

振込み人の氏名は正確に入力してください。また、振込み手数料は各自で負担してください。

本保険は申込みクラブでの活動中のケガを補償するものです。4月8-9日の三惑大会にも適用されます。

複数のクラブに所属している場合は各々のクラブでの加入が必要ですので注意してください。

保険料等： 満65歳以上　① 1,200円 死亡 600万円、入院 1,800円/日、通院 1,000円/日

                 ② 5,000円 死亡 700万円、入院 2,800円/日、通院 1,500円/日

満64歳以下　① 1,850円 死亡 2,000万円、入院 4,000円/日、通院 1,500円/日

                 ② 4,850円 死亡 2,100万円、入院 5,000円/日、通院 2,000円/日

※年齢は令和5年4月1日時点での満年齢であり、数え年齢ではありません。

振込先：西日本シティ銀行　野芥支店　普通 1600326　　迷惑ラグビー倶楽部スポーツ保険

※年会費の口座や三惑大会参加費の振込先とは異なりますので、十分に注意してください。

内容の確認や手続きに関する問合せ等は保険担当・藤野副務まで ＜080-1750-7055＞



【新入会員紹介】

黄パン：

木田 篤志 （キダ アツシ） ポジション：FL/WTB

赤パン：

二見 健太郎 （フタミ ケンタロウ） ポジション：NO8

堀切 重信 （ホリキリ シゲノブ） ポジション：FL

余 龍一 （ヨ リュウイチ） ポジション：FL/WTB

紺パン：

染矢 勝義 （ソメヤ カツヨシ） ポジション：FL/NO8

白パン：

早瀬 幸毅 （ハヤセ コウキ） ポジション：SH

田中 孝典 （タナカ タカノリ） ポジション：LO/NO8

時津 隆史 （トキツ タカフミ） ポジション：WTB/FB

以上


