
花園第３グランド（多目的グランド）

10分Ｘ3分Ｘ10分　入れ替え3分

前半・本部側キックオフ 前半・本部側キックオフ 前半・本部側キックオフ 前半・本部側キックオフ 前半・本部側キックオフ 前半・本部側キックオフ G

9:15- 9：25

東大阪 南大阪・草津・Ants 布施 岩出 花園 草津・Ants 岩出 東大阪 東大阪 岩出 岩出・草津・Ants 布施 東大阪 布施

9:28 - 9:38

9:41 - 9:51

布施 岩出 東大阪 南大阪・草津・Ants 布施 やまのべ 草津・Ants 花園 南大阪・草津・Ants 花園 東大阪 やまのべ 東大阪 岩出

9:54 - 10：04

10：07- 10:17

花園 やまのべ 花園 東大阪 東大阪 岩出 南大阪 布施 布施 東大阪 花園 南大阪 南大阪 東大阪

10:20 - 10:30

10:33 - 10:43 合同チーム

東大阪 南大阪 東大阪 花園・布施・岩出

10:46 - 10:56

10:59 - 11:09 合同チーム 合同チーム

岩出 東大阪 岩出 東大阪 やまのべ 花園 東大阪 南大阪・草津・Ants 東大阪 南大阪・草津・Ants 岩出・草津・Ants 東大阪 布施 南大阪・岩出

11:12 -11:22

11:25 - 11:35 合同チーム

やまのべ 布施 東大阪 布施 草津・Ants 岩出 岩出 布施 やまのべ 花園 布施・南大阪 東大阪

11:38-11:48

11:51-12：01 合同チーム

南大阪・草津・Ants 花園 南大阪・草津・Ants 花園 南大阪 布施 花園 東大阪 南大阪 布施 布施・岩出 東大阪

12：04-12：14

12:25-12：40
12：45-13：00

13:05-13：20

13：30 -13：40

東大阪 やまのべ 東大阪 花園 布施 草津・Ants 布施 南大阪・草津・Ants 花園 岩出・草津・Ants

13：43- 13：53

13：56 -14：06

岩出 花園 南大阪・草津・Ants 布施 岩出 南大阪 布施 草津・Ants 花園 岩出 布施 やまのべ

14：09-14：19

14：22-14：32

南大阪・草津・Ants 布施 岩出 東大阪 やまのべ 東大阪 岩出 南大阪 東大阪 希望チーム 南大阪 東大阪

14：35-14：45

14：48- 14：58

東大阪 希望チーム 東大阪 希望チーム 花園 東大阪 花園 東大阪 東大阪 希望チーム 東大阪 希望チーム

15：01-15：11

トスは左側記載チームが前半本部側よりキックオフを行う。
アナウンスは試合開始➝前半終了➝後半開始➝試合終了で行います。 ・トスは行いません。タイムスケジュール左側記載チームが本部側から前半キックオフを行う。

・レフリーは確認の為、前の試合ハーフタイムに本部へお越し下さい。（事前報告可）
・レフリーの資格は問いません。正しい服装でお願いします。（スクールジャージ可）

・タッチジャジはアシスタントレフリーとしチームへの助言は禁止とします。

・レフリーの結果報告はありません。
・子供の体調を優先し対戦チームとの話合いで無理をせず試合を行なって下さい。
・選手、コーチ、関係者以外はグランドに入れません。保護者の皆様はスタンドよりご観戦ください。
・アップはアンツーカーより外の土又は芝の上でお願いします。
・グランド内（芝の上）には座らない様にお願いします。
・芝の上には給水ペットボトルやメディカル等の道具は置かない様にお願いします。
・グランド内は水のみ給水可能です。（スポーツドリンク等は禁止）
・アンツーカーを横断する時はマットの上を通行お願いします。
・コーチ、待機生徒の観戦は南北でお願いします。

6年生担当コーチは代表者会議に出席してください。 ・花園第３グランド（多目的グランド）施設内は終日禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。

◇キックオフチーム ・ゴミは各自、各スクールで持ち帰り来た時よりも綺麗にして帰りましょう。

6年

6年

東大阪

岩出

幼児

幼児

幼児

東大阪

13:05-13:20

6年生エキシビジョン15人制

◇布施・南大阪合同 東大阪・草津・Ants合同

花園

6年生　15人制　フルコート・コンバージョン有り　１５分１本

12：25-12：40

6年生エキシビジョン15人制

◇花園・岩出合同

布施

1年 2年

当該チーム 当該チーム

南大阪

東大阪 東大阪

花園

2年

２年

東大阪

2年

岩出

2年

2年

東側インゴール(Gコート）　幼児

６年生　１５人制　エキシビジョン　　（５年生以下昼食）

幼児

南大阪

幼児

幼児

東大阪 布施

布施 やまのべ

岩出

幼児

やまのべ 岩出 南大阪 南大阪・草津・Ants 花園

布施東大阪

１年 3年 ６年 5年 4年

1年 3年 6年 5年 4年
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幼児・第２試合、第３試合の入れ替え

西側インゴール（Eコート）１年生　 西側インゴール（Fコート）２年生　 Aコート　３年生 Bコート　６年生 Cコート　５年生 Dコート　４年生

東大阪 岩出 東大阪 岩出・草津・Ants

1年 3年 6年 5年 4年

南大阪・草津・Ants 布施 花園 東大阪 花園 東大阪

1年 3年 5年 4年

1年 3年 5年 4年2年

岩出

岩出 花園 布施

やまのべ 草津・Ants

2年１年 3年 6年 3年 4年

花園 南大阪・草津・Ants 南大阪 花園

1年 3年 3年 4年2年
エキシビジョン準備

合同練習
布施 東大阪 草津・Ants

1年

交流試合終了後かたずけ　　16:00完全撤収

6年 5年 4年2年

布施 岩出 やまのべ

4年

布施

1年 3年 6年 5年 4年2年

岩出

やまのべ

3年 6年 5年 4年

東大阪 東大阪 南大阪・草津・Ants 南大阪

3年

花園 布施 当該チーム

1年 6年 5年

3年

12:45:-13：00 ◇東大阪・草津・Ants合同 花園・岩出合同

布施

布施 岩出

6年生エキシビジョン15人制

6年生　エキシビジョン15人制　タイムスケジュール

東大阪

布施・南大阪合同

立ち入り禁止

アップ可 アップ可 アップ可 アップ可 アップ可

アップ可

昼食

当該チーム当該チーム



第１２回東大阪市ガチンコ交流会・開催要項 

 

◇主催：東大阪市ラグビーフットボール協会 

  協力：東大阪ＲＳ、布施ＲＳ、花園ＲＳ（3スクール設営協力） 

◇日 時：２０１９年３月１０日（日） 

生徒集合時間８：３０  代表者会議８：４５（本部前）  キックオフ９：１５  ※開会式・閉会式はありません 
 

◇第１２回運営：担当スクール 布施 RS（グランド管理・アナウンス等） 

◇会場：東大阪市多目的グランド（花園ラグビー場第３グランド） 

◇参加スクール：（大阪）東大阪 Kindai、布施、花園、南大阪、（和歌山）岩出、（奈良）やまのべ、（滋賀）草津・Ants合同 

◇参加費用：無料                     

◇競技規則：日本協会制定 平成３０年度ミニ・ラグビールール 

◇試合時間：10分＞3分＞10分 

◇6年生エキシビジョン（１5人制・フルコート・コンバージョン有）を行います。 

 （代表者会議に 6年生コーチ 1名は必ず参加して下さい） 

 

■少雨決行ですが、雨天中止になる場合は AM6:30頃にご連絡させて頂きます。 

 

 

◇連絡事項・注意事項 

・駐車場は周辺のコインパーキングをご利用下さい。 

・各スクールの責任において、ゴミの持ち帰りをお願いします。 

 来た時よりもきれいにして帰りましょう！（東大阪市ラグビーフットボール協会スローガン） 

・保護者のグランド立ち入りは厳禁とします。試合観戦は、スタンド内でお願いします。 

・多目的グランド施設内は全面禁煙です。所定の場所で喫煙お願いします。 

・芝生の上に給水用具やメディカル道具など置かないで下さい。 

・待機選手・指導員も芝の外側で応援お願いします。（芝生には座らないで下さい） 

・レフリー（資格は問いません）、タッチジャッジをされる方は、服装の規定はありませんがふさわしい服装でお願いします。 

 

・写真、ビデオ撮影は、各スクール 2枚プレートをお渡ししますので、プレートを着用しグランド内にて撮影可能です。 

（ただし、アンツーカー（陸上競技のトラック）までは運動靴で可能ですが、芝生内は必ずスパイク着用にてお願いします。） 

   

 

 

※注意事項はエントリー表、タイムスケジュールの下部にも記載しています。 

（重複している事項もありますが、各スクール周知よろしくお願い致します。） 

 

（お問い合わせ先） 東大阪市ラグビーフットボール協会 平野幾生 090-9620-4470 

 



<エントリー表>

幼児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

東大阪 1 1 1 1 1 1 1

花園 0 1 1 1 1 1 1

布施 1 1 1 1 1 1 1

南大阪 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1

岩出 1 1 1 1 0.5 1 1

やまのべ 0 1 0 1 1 0 0

草津・Ants 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1

エントリー合計 4 6 5 7 6 5 6

1年生＞南大阪、草津・Ants合同

2年生＞南大阪、草津・Ants合同

4年生＞岩出、草津・Ants合同

5年生＞南大阪、草津・Ants合同

6年生＞岩出に花園3名サポート

・トスは行いません。タイムスケジュール左側記載チームが本部側から前半キックオフを行う。

・レフリーは確認の為、前の試合ハーフタイムに本部へお越し下さい。（事前報告可）

・レフリーの資格は問いません。正しい服装でお願いします。（スクールジャージ可）

・タッチジャジはアシスタントレフリーとしチームへの助言は禁止とします。

・レフリーの結果報告はありません。

・子供の体調を優先し対戦チームとの話合いで無理をせず試合を行なって下さい。

・選手、コーチ、関係者以外はグランドに入れません。保護者の皆様はスタンドよりご観戦ください。

・アップはアンツーカーより外の土又は芝の上でお願いします。

・グランド内（芝の上）には座らない様にお願いします。

・芝の上には給水ペットボトルやメディカル等の道具は置かない様にお願いします。

・グランド内は水のみ給水可能です。（スポーツドリンク等は禁止）

・アンツーカーを横断する時はマットの上を通行お願いします。

・コーチ、待機生徒の観戦は南北でお願いします。

・花園第３グランド（多目的グランド）施設内は終日禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。

・ゴミは各自、各スクールで持ち帰り来た時よりも綺麗にして帰りましょう。
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