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大会日程 

 

１０月２７日（土） 

 

８：００     役員集合  

９：００～    チーム受付 (チーム受付順にチーム写真撮影) 

９：１５～     代表者会議 

９：４５～    開会式 

１０：３０～    試合開始 

～１５：１４    試合終了 

１５：４０     閉会式 

 

試合方法 

       スケジュールは、別紙組合せによる。 

（１グループ４チーム基本） 

基本、グループ別トーナメント方式とする。 

       成績によって、グループ別に順位を決定。 

       引分け試合は、得失点で各グループ順位を決定。 

 

 

 

＊ ドレスチェックは前のゲーム開始前アップグランドで行う。 

＊ 各チームの 2試合目は行わない 

＊ １試合目は開始１５分前アップグランドで行う。 

＊ レフリー1名 

＊ ＴＪ１名、ＳＡ１名（各チームで用意） 

＊ ＩＤカード 3名で合計５名以内がグラウンド内ＯＫ 



　　参加上の注意

　・平成30年度（公財）日本ラグビーフットボール協会制定ミニ・ラグビーの競技規則

　　高学年用にて行います。

　・参加チームはレフリーの準備してください。(対戦表を参照)

　・該当ゲームのタッチジャッジ1名を準備してください。

競技役員に提示示する）を準備してください。

　・アップグラウンドの使用は次の試合出場チームのみとします。

（試合開始５分前までに終り試合に備える）
　・ドレスチェツク及びトスは前のゲーム開始前にアップグランドにておこないます。

　（ヘッドキャップ持参。　第1試合目はゲーム開始１５分前・２試合目は行いません）

　・選手・チームスタッフ共、スパイク着用でないとグランドに入ることが出来ません。

　・当日のチーム受付は代表者がおこなってください。

　・試合時間は１１分ハーフで行ないます。

　・選手入れ替えについては必ず各グランドの競技役員に申告し指示に従いフィー
　　ルド内に入ること。　　　　　　　　　　　　　　　

　・出血がともなわなくても、ドクターの治療を要する場合は、一時交代を認めます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・シンビンでの一時退場は３分間とします。

　・貴重品の管理は各チームの責任でお願いします。

　・グランド使用上の注意（別紙参照）

 ・ゴミは施設のルールに従い責任をもって持ち帰り下さい。

　・該当ゲームのセーフティーアシスタント担当1名(有資格者認定書を各グラウンド

　　2試合目はトスのみ行う（レフリー・キャプテン・代表者）

　・救急車が必要な場合は必ず大会役員に連絡をお願いします。



（別紙）

（利用に際しての注意事項）

・フィールド外でのボールを使った練習、アップは禁止

・クラブハウス前のセンター広場でのアップは禁止

・競技者以外のフィールドへの入場は禁止（ＩＤカード使用者のみ入場）

・介助犬、盲導犬以外のペットの持ち込みは禁止

・施設内は禁煙です。喫煙は指定の喫煙所でお願いします。

・施設内での盗難、紛失及び利用者の怪我、事故については一切責任を負いません。

・各ロッカーの前に設置しております、ＡＥＤ・消火器の前には荷物を置かないでください。

・各グランドのネットには触れたりもたれたりしないでください。

（駐車場について）

・場内は一方通行です。案内表示に従ってご通行ください。

・駐車場内の事故、盗難においては一切責任を負いません。

・枠外駐車は救急車両の通行の妨げになりますので絶対におやめください。

・バス、大型車の駐車場はバスレーンのみとなっております。

　（大型バスの駐車料金は１回１，０００円となっております。クラブハウス受付にて出庫前に精算）

・健常者の方の障害者専用駐車場利用は固くお断りします。

（テントの設置について）

・持参されたテントは地面が土の植栽部分に設置してください。植栽へのロープ張りは巌禁です。

・強風の際は直ちに撤去してください。

（横断幕をつける場合について）

・灰色のコンクリート柱にのみくくりつけ可能、緑色ネット、クロスワイヤーは強度が弱い為不可。
取付けには、１０ｍ以上のロープ等が必要ですので各自で準備してください。

（飲料水・アイシング氷について）

・飲料水ウォーキングロード沿いに水道（浄水）がございますのでご利用ください。フィールド内は水

のみ補給可。

（荒天時の対応について）

・雷発生時は係員及び役員の指示に従い速やかに避難をお願いします。また、屋内施設が限られ

ているのでバス・乗用車で来場している方はお車へ、その他の方は各ロッカー・クラブハウスへ避

難してください。

大雨・洪水・暴風警報発令時、雷発生時は施設使用を禁止させていただきます。



■試合時間１１分ハーフ　　ハーフタイム２分　　試合間隔２分　

１３：３２　KO １３：５８　KO
第１コート 第２コート

鶴来 岩出

ヤマハ 京都西

みなと OTJ 八尾 大阪中央

ＯＴＪ やまのべ みなと 大阪中央 アウル

１２：４０　KO
第1コート 第１コート 第２コート 第２コート

第５コート
洛西

１０：５６　KO １２：１４　KO 11:22　KO

第５コート 第１コート

Fブロック Lブロック

１４：５０　KO

金沢伏見 大津

Ｋｉｗｉ’ｓ 芦屋
１２：４０　KO １３：５８　KO

大阪 ヤマハ とりみ 南大阪 富田林 Ｋｉｗｉ’ｓ

１２：４０　KO
第5コート 第５コート 第1コート 第1コート

倉敷 大阪 金沢伏見 富田林

第５コート 第４コート
鈴鹿 神戸中央

１０：３０　KO １１：２２　KO １１：２２　KO

第４コート 第５コート

Eブロック Kブロック

１３：５８　KO １４：５０　KO

鈴鹿 福井

城陽 やまのべ
１３：０６　KO １３：０６　KO

大工大 尼崎 橿原 箕面 布施
西宮甲

東

１１：４８　KO
第4コート 第４コート 第5コート 第５コート

箕面 大工大 福井 布施

第４コート 第５コート
四日市 岡山

１０：３０　KO １１：４８　KO １０：５６　KO

第３コート 第４コート

Dブロック Jブロック

１３：５８　KO １４：２４　KO

四日市 天王山

川西 津高虎
１２：４０　KO １３：３２　KO

花園 西神戸 生駒 高槻 寝屋川 川西市

１２：１４　KO
第3コート 第３コート 第4コート 第４コート

高槻 花園 天王山 寝屋川

第３コート 第４コート
西宮甲東 尼崎

１０：３０　KO １１：４８　KO １０：５６　KO

第２コート 第３コート

Cブロック Iブロック

１３：５８　KO １４：２４　KO

津高虎 堺

大津 アウル
１３：０６　KO １３：０６　KO

東大阪 芦屋 京都西 枚方 東淀川
神戸中

央

１２：１４　KO
第2コート 第２コート 第3コート 第３コート

枚方 岩出 堺 東淀川

第２コート 第３コート
西神戸 生駒

１０：３０　KO １１：４８　KO １０：５６　KO

第１コート 第３コート

Bブロック Hブロック

１４：２４　KO １４：２４　KO

岡山 徳島

北神戸 鶴来
１３：０６　KO １３：３２　KO

生野 伊丹 プログレ 阿倍野 茨木 城陽

第１コート 第１コート 第３コート 第５コート
阿倍野 生野 徳島 茨木

南大阪 橿原

１０：３０　KO １１：４８　KO １１：２２　KO １２：１４　KO
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Aブロック Gブロック

１４：２４　KO １４：５０　KO
第１コート 第３コート
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■試合時間１１分ハーフ　　ハーフタイム２分　　試合間隔２分　

第２コート
伊丹

１３：３２　KO
第５コート

１３：３２　KO

とりみ

プログレ 吹田

交野 洛西 倉敷

吹田 北神戸 八尾

１０：５６ 　KO １２：１４ 　KO

東大阪 交野

第2コート 第2コート

１１：２２　KO １２：４０　KO
第４コート 第４コート

Mブロック

Nブロック



2018.10.27

10:30 生野 伊丹 東大阪 芦屋 花園 西神戸 大工大 尼崎 大阪 ヤマハ

得点 　

レフリー

10:56 ＯＴＪ やまのべ 吹田 北神戸 東淀川 神戸中央 寝屋川 川西市 布施 西宮甲東

得点

レフリー

11:22 富田林 Ｋｉｗｉ’ｓ 大阪中央 アウル 茨木 城陽 交野 洛西 とりみ 南大阪

得点

レフリー

11:48 プログレ 阿倍野 京都西 枚方 生駒 高槻 橿原 箕面 鈴鹿 福井

得点

レフリー

12:14 やまのべ みなと 北神戸 八尾 津高虎 堺 四日市 天王山 岡山 徳島

得点

レフリー

12:40 金沢伏見 大津 鶴来 岩出 ①負３ ④負３ 洛西 倉敷 ①負５ ③負５

得点

レフリー

13:06 ①負１ ④負１ ①負２ ④負２ ②負３ ⑤負３ ①負４ ④負４ ②負５ ④負５

得点

レフリー

13:32 ＯＴＪ みなと 吹田 八尾 ③負３ ⑤負５ ②負４ ⑤負４ 交野 倉敷

得点

レフリー

13:58 ③負１ ⑥負１ ③負２ ⑥負２ ①勝３ ④勝３ ①勝４ ④勝４ ①勝５ ③勝５

得点

レフリー

14:24 ①勝１ ④勝１ ①勝２ ④勝２ ②勝３ ⑤勝３ ②勝４ ⑤勝４ ②勝５ ④勝５

得点

レフリー

14:50 ③勝３ ⑤勝５ ③勝１ ６勝１ ③勝２ ⑥勝２

得点

レフリー

◎

◎

◎ 担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。

試合時間　１１分ハーフ　　　ハーフタイム２分　　　　　試合間隔　２分

レフリーは各チーム1名。ＴＪは試合のチームで行う。必ずタッチフラッグはチームで持参！

⑪ 橿原 神戸中央 洛西

⑩ 南大阪 西神戸 生駒 尼崎 岡山

⑨ 芦屋 京都西 西宮甲東 四日市 鈴鹿

⑧ ヤマハ 伊丹 鶴来 津高虎 とりみ

⑦ 北神戸 大津 アウル 城陽 やまのべ

⑥ 富田林 大阪中央 川西市 交野 Ｋｉｗｉ’ｓ

⑤ ＯＴＪ 吹田 東淀川 寝屋川 茨木

④ 生野 岩出 花園 大工大 布施

③ 金沢伏見 八尾 徳島 東大阪 大阪

② みなと プログレ 堺 天王山 福井

第５コート

① 阿倍野 枚方 高槻 箕面 倉敷
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第１コート 第２コート 第３コート 第４コート


