
［日程］2022年9⽉17日（土）〜9⽉19日（⽉・祝）
［会場］グローバルアリーナ

〒811-4153 福岡県宗像市吉留46-1

株式会社グローバルアリーナ

GAラグビーフットボールフェスティバル2022 
GA交流戦

U-16 GLOBAL ARENA ROOKIES CUP 2022
（全国高校GA選抜U-16ラグビー交流大会）



開催要項

GAラグビーフットボールフェスティバル2022 
グローバルアリーナに多くのチームが集い、お互いの技術、体力、戦略を磨き合ってレベル・スキルのアップを
図り、高校ラグビーの更なる普及と認知度を高め、各校選手（生徒）同士の交流を通して、健全な育成の手助け
と、レフリー研修の機会を提供して競技力の向上に努めていきます。

また、すべての方に安心して利用がしていただけるよう、感染対策と大会運営に協力頂き、ルールの遵守をお願
いします。

GAラグビーフットボールフェスティバルは交流戦（全学年対象）とU-16 GLOBAL ARENA ROOKIES CUP
同時開催となります。（それぞれ別途でのお申込みとなります）

《U-16 GA ROOKIES CUP※全国高校選抜 U-16ラグビー交流大会》とは
ラグビーを通して選手を心身共に成長させることを目的とした、U16世代にフォーカスする国内唯一の大会です。

《日程》2022/9/17(土)～9/19（月・祝）
《主催》株式会社グローバルアリーナ
《協力》東福岡高等学校ラグビー部
《後援》一般社団法人福岡県ラグビーフットボール協会、宗像市、宗像市教育委員会、

宗像市スポーツコミッション、宗像市観光協会、宗像市スポーツ協会
《協賛》一般財団法人サニックススポーツ振興財団、株式会社伸良商事、株式会社スズキスポーツ、

カンタベリー福岡 他
《会場及び宿泊》 グローバルアリーナ （福岡県宗像市46-1）
《参加資格》
（交流戦/ ROOKIES CＵＰ 共通）

・大会趣旨をご理解いただき、指導者が帯同すること。
・参加者は、必ず保護者、学校長の同意を得て参加すること。
・参加チームは、学校教育法に定める高等学校に所属するチームで、都道府県の高等学校体育連盟ならびに
ラグビーフットボール協会に加盟していること。

・参加チームは、グローバルアリーナへ宿泊を原則とすること。（日帰り参加については別料金）
（交流戦）

・交流戦参加者は必ず各自で傷害保険に加入しておくこと。
（希望があれば、ROOKIES CUP同様、大会期間中の傷害保険の加入手続きもできます）

（U-16 ROOKIES CUP）
・ROOKIES CUPの参加チームは、高等学校に在学する1年生のみで編成されたチームとする。
・ROOKIES CUPの参加者は傷害保険加入料（選手1名につき500円）を支払うこと。
※傷害保険に関する手続きは主催者によって行う。（加入料は参加人数によって変更あり。）
※大会中は競技運営にもご協力願います。（タッチジャッジ、記録、得点ボード等）

【U-16 ROOKIES CUP 出場予定校】
光泉カトリック高等学校（滋賀）京都成章高等学校（京都）京都工学院高等学校（京都）
常翔学園高等学校（大阪）東海大学付属大阪仰星高等学校（大阪）報徳学園高等学校（兵庫）
石見智翠館高等学校（島根）東福岡高等学校（福岡）
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《大会参加費》 ※大会運営費に充当させて頂きます。
交流戦参加 / 宿泊チーム

20,000円（3日間参加） 15,000円（2日間参加） 10,000円（1日参加）
交流戦参加 / 日帰りチーム 1,000円（1人/1日）
※例）11日選手17名 12日選手18名 2日間選手合計35名参加 35,000円

ROOKIES CUP / 参加1チーム 20,000円
《大会形式》

・交流戦はフェスティバル方式にて実施。（レフリー不足の場合は対戦校以外のチームから協力頂く）

組み合わせは大会事務局にて決定するが、チーム間で協議の上、変更することは任意とする。
・ROOKIES CUPは大会事務局より選抜された、参加8校で予選リーグ行い順位を決定する。
（申し込み多数の場合は抽選、参加校が下回った場合、参加チーム数に合わせた方式で行う。）

《コロナ禍における対応について》
・大会開催前、開催中ともに大会主催者が示す新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご理解とご協力を
お願い致します。参加者は、必ず保護者、学校長の同意を得て参加してください。

・ご宿泊までの参加予定者、ご同居されているご家族等の健康状態の管理をお願い致します。
新型コロナウイルス感染症に関する症状が見られた場合、大会事務局への連絡をお願い致します。
その際、チーム内に感染拡大している可能性がある場合は、参加を辞退していただくことがあります。

・大会参加決定後、参加予定者の新型コロナウイルス感染が判明した場合、または濃厚接触者と特定された
場合、当該者の参加は認めません。但し、濃厚接触者と特定され、積極的疫学調査によってPCR検査陰性の
場合も、経過観察を経たのち、医師の判断を仰ぎ、所属校長・事務局の許可を得ることができれば参加を
認めます。

・行き帰りの移動は、学校が責任をもって行ってください。
・試合以外はマスクの着用をお願い致します。マスクは各自で滞在期間中の分の用意をお願い致します。
・多くチームの参加して頂くため、1チームの参加人数を制限することがあります。
・「大会開催に向けた感染拡大防止ガイドライン」をご理解、ご承諾の上、関係するすべての方々の健康を守り、

安全・安心に開催するためのご協力をお願い致します。
《お問い合わせ・大会お申込み》
（大会全般）大会事務局 株式会社グローバルアリーナ

〒811-4153 福岡県宗像市吉留46-1
TEL.0940-33-8400   FAX.0940-33-8419 

競技・運営関係担当
森 純平 080-6439-7218 mail：j-mori@g-arena.com

宿泊関係担当
馬殿（まどの）昌国 090-7537-1628 mail：ｍ-madono@g-arena.com
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緊急時連絡

緊急時には下記の手順で連絡を取り合い対応する

［病院］

蜂須賀病院
脳神経外科・整形外科
福岡県宗像市野坂2650

TEL. 0940-36-3636

［警察］

宗像警察署
福岡県宗像市東郷1-2-2
TEL. 0940-36-0110
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体調不良者が発生した場合のフローチャート

事務局は当該者を一時隔離部屋へ移動

学校は当該者を病院受診手配、チームは部屋待機

当該者の帰宅手配（保護者迎え）

体調不良者（発熱等）の発生

参加チーム関係者は事務局と学校に連絡

別室で経過観察

医療機関受診

PCR検査

陽性
陰性

回復後、合宿参加可

当該チームはその後の合宿辞退

当該者：別室待機

当該チーム：宿泊部屋で待機、帰宅

保健所の指示を仰ぐ

当該チーム以外は濃厚接触の疑いを調査

必要に応じて待機依頼

当該者は引き続き経過観察
保護者、チーム関係者の迎えで帰宅

体調不良者を除いた他のメンバーは
合宿可

簡易検査キット（抗原検査）を実施

※体調不良者とは

体調不良者は新型コロナウイルス感染症の疑い
がある症状が出ている体調不良者を指す。

【具体例】

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱等の強い症状のいずれかがある場合

高熱：原則37.5度以上の発熱

陰性反応 帰宅陽性反応

※原則として体調不良者の参加は認められません。
※各自で感染防止対策の協力、毎日の健康観察の徹底をお願いします。
※なお、上記については、2022年5⽉現在のものです。
今後、政府ならびに関係機関の示す方針に準じて、変更・更新する可能性があります。

［休日・夜間］

宗像地区急患センター

福岡県宗像市田熊5丁目5-5
TEL. 0940-36-1199

［病院］
赤間病院

内科・循環器科・呼吸器・消化器
福岡県宗像市石丸1-6-7

TEL. 0940-32-2206

［病院］

宗像水光会病院
総合病院

福岡県福津市日蒔野5-8-5
TEL. 0940-36-3636



グローバルアリーナからのお願い

グローバルアリーナでの大切な方針は、「自己責任・自己管理・時間管理」です。
各施設のご利用規定・スタッフのご案内をお守りください。

1.食事について
(1)朝⾷（ブランチ）・⼣⾷は、レストラン1Ｆノーサイドになります。
(2)お⾷事は、決められた時間にチーム全員で⾷券を持参の上お越し下さい。

ノーサイドはカフェテリア方式のセルフサービスとなります。
スタッフの指示に従って頂き、マナーを守ってお⾷事をお願いします。
※⾷事時間につきましては、スケジュールのもとに、グローバルアリーナで決めさせて頂きます。

(3)⾷材を持ち込みし、ノーサイドで調理・盛り付けることは致しません。
(4)⾷物アレルギーのお客様に対してはアレルギー⾷材の除去⾷を提供させて頂いております。
当該者の方は必ずアレルギー調査票の提出をお願いします。
提出期限内に提出がない場合は対応できませんので、ご注意ください。

2.氷・飲料・お湯について
氷については、アイシング用としてショップ楡の森（売店）及びノーサイド（⾷堂）にて１キロ１65円
（税込）で販売しております。 ※ノーサイドで購入の際はフロントにてチケットを購入下さい。
・ノーサイド⾷堂販売時間 ７：００～２０：００
・ショップ楡の森営業時間 １０：００～２0：００
飲料水は各自ご準備ください。お湯が必要なチームはポットなどをご準備ください。

3.宿泊施設について
(1)ロッジ大部屋をご利用の方はアメニティ類（タオル・バスタオル・歯ブラシ・洗面用具）をご持参ください。
(2)個室利用の方はアメニティ類の準備はありますが寝間着はご持参をお願いします。
(3)選手の消灯時間は22:00とさせていただきます。
(4)ご宿泊される棟以外の宿泊棟には出入りをご遠慮いただきますようお願いします。
また、防犯面から就寝時、外出時は必ず各部屋の施錠をお願いします。
※宿泊部屋にセーフBOXはありません。各自、貴重品管理をお願いします。

(5)ロッジ大部屋ご利用のチームにはチェックアウト前に清掃とベッドメーキングを行なって頂きます。
(6)滞在中宿泊施設（ロッジ大部屋）の掃除はしていません。（共用部のみ清掃）
掃除道具はシャワー室の物置にありますので、部屋とロッジをきれいに掃除するように心がけてください。
なお、ベッドでの飲⾷は禁止です。

(7)大浴場・中浴場（男女）の表示にお気をつけて、マナーを守ってご利用ください。
ご利用時間は16：00～24：00です。浴場にはボディソープ、シャンプーのみ用意してあります。
その他必要な方は各自でご持参ください。
また、各ロッジ内にもシャワールームがあります。併せてご利用ください。

(8)浴場近くにランドリーがあります。盗難・紛失防止の為、洗濯中はその場を離れないようにお願いします。
・洗濯機 13キロ 500円/ 20キロ 700円 ・乾燥機 13キロ 100円（10分/ 25キロ 100円（8分）
※ジャージなど厚手の衣類は30分程かかります。

4.チェックイン・チェックアウトについて
チェックイン（15：00）チェックアウト（10：00）の時間を必ずお守りください。
チェックインイン前、チェックアウト後は各チームで荷物をまとめ、予めチームバス、またはクラブハウスの
ロッカールームなどで管理をお願いします。

5.その他
駐車場スペースには限りがあります。指定の駐車場でご利用をお願いします。路上駐車などはおやめください。
グラウンド周りなどご利用後は、ごみ拾いのご協力をお願いします。
ご利用期間中、節電・節水のご協力をお願いします。

以上の各項目をお守りいただくようにお願いいたします。
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インフォメーション

グローバルアリーナのドミトリー式の宿泊施設（ロッジ）にご宿泊していただきます。
お部屋には2段ベッドがあり、同じロッジ棟を他の団体と共有していただきます。
その他、さまざまな付帯施設もご利用ください。
※都合により、営業時間の変更や定休日となり場合がございます。ご了承ください。

ノーサイド（NO SIDE）
宿泊者専用の⾷堂です。チーム全員でまとまってご利用ください。 毎⾷ごとの⾷券をチームに1枚ずつお渡し
します。※ロッジＥ棟側が入⼝、反対のＧ棟側が出⼝です。

レストランＧＡ倶楽部
一般のお客様用のバイキングレストラン。
◯営業時間
平日ランチタイム 11：00～15：00（14：00ラストイン）
平日ディナータイム17：00～21：00（20：00ラストイン）
土・日・祝 11：00～21：00（20：00ラストイン）

和食さくら
一般のお客様用の和⾷処。
お昼はお膳ものを中心に、単品もご準備いたしております。
◯営業時間
昼 11：00～15：00（14：00オーダーストップ）
⼣ 17：00～21：00（20：00オーダーストップ）

グリーングラス・ベーカリー
パンの販売およびカフェ。カフェはセルフサービスです。
ご会計を済ませてからご利用ください。
◯営業時間 10：00～17：00

ショップ楡の森
飲み物、お菓子、酒類、文具、スポーツ用品、お土産などの販売。
◯営業時間 10：00～20：00

レスティングルーム
ショップ楡の森の2階は共有スペースとなっております。
皆様に快適にご利用いただくために、テーブル等ご利用後はきれいに片付けをしてください。
◯開館時間 10：00～24：00

トレーニングジム
フロントにて、お申込みください。（完全予約制）
なお、室内用シューズとタオルを必ず各自でご持参ください。
◯ご利用時間、人数によって料金が変わります。（要相談）
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ゴミの処理について
大部屋でのゴミは、部屋に備え付けのゴミ箱（燃えるゴミ用と燃えないゴミ用）に分別して入れ、ロッジＣ棟裏の
ゴミ置場の⼩屋の中に入れて下さい。
ペットボトルは燃えるゴミ（赤い専用袋）、瓶・カンは燃えないゴミ（青い専用袋）となります。
滞在3日間で1枚ご利用頂けるように、お部屋のゴミ箱の中に入れています。 それ以上必要な際は有料となり
ます。燃えるゴミ用、燃えないゴミ用はどちらも1枚220円（税込）です。
どちらもクラブハウスフロントかショップ楡の森にて販売しております。



施設MAP / アクセス
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グローバルアリーナ
ホームページQRコード

GAラグビーフットボールフェスティバル2022 
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担当 馬殿 昌国 090-7537-1628 m-madono@g-arena.com

森 純平 080-6439-7218 j-mori@g-arena.com
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