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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2分

東側インゴール

9:00 - 9:10
花園 兵庫Ａ 東大阪 兵庫Ａ 花園 兵庫Ａ 布施 山城 布施 鳴門

9:13 - 9:23
9:25 - 9:35

東大阪 兵庫Ａ 花園 兵庫Ａ 東大阪Ａ 山城 東大阪 兵庫 花園 兵庫Ｂ

9:38 - 9:48
9:50 - 10:00

布施 兵庫Ｂ 布施 鳴門 布施 鳴門 花園 鳴門 花園 兵庫A

10:13 - 10:23
10:25 - 10:35

花園 兵庫Ｂ 布施 兵庫Ａ 東大阪Ｂ 兵庫Ｂ 布施 兵庫 東大阪Ａ 山城

10:38 - 10:48
10:50 - 11:00

東大阪 鳴門・花園・兵庫 東大阪 兵庫Ｂ 花園 山城 東大阪 鳴門 東大阪 兵庫Ｂ

11:03 -11:13
11:15 - 11:25

花園 鳴門 花園 兵庫A 東大阪Ａ 鳴門 花園 山城 東大阪Ｂ 兵庫Ｂ

11:28- 11:38
11:40 - 11:50

花園 兵庫Ｂ 花園 鳴門 布施 兵庫Ａ 布施 鳴門 花園 鳴門

11:53- 12:03
12:05 - 12:15

東大阪 兵庫Ｂ 布施 兵庫Ｂ 東大阪Ｂ 山城 東大阪 山城 布施 山城

12:18 - 12.28
12:30 - 12:40

布施 鳴門・兵庫・東大阪 布施 兵庫Ｂ 花園 兵庫Ｂ 花園 兵庫 東大阪 鳴門

12:43 - 12:53
12:55 - 13:05

花園 兵庫Ａ 東大阪 兵庫Ａ 東大阪Ａ 兵庫Ａ 東大阪Ａ 兵庫Ａ 花園・東大阪 兵庫B

13:08- 13:18
13:20 - 13:30

東大阪 兵庫Ａ 花園 兵庫Ｂ 東大阪Ｂ 鳴門 花園 山城 布施 鳴門

13:33- 13:43
13:45 - 13:55

東大阪 鳴門 布施 兵庫Ａ 布施 兵庫Ｂ 布施 兵庫Ｂ 東大阪Ｂ 兵庫Ａ

13:58- 14:08
14:10 - 14:20

東大阪 鳴門 布施 東大阪 花園 兵庫 鳴門 山城

14:23- 14:33

備考1

備考2

前半、後半の途中にウォーターブレークを必ず入れて下さい。

立
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６年生は４試合目になりますので子供の体調を優先し話し合いの上、試合を行うか中止を決定してください.。

兵庫 花園 布施 東大阪

鳴門幼児1名+花園、兵庫、東大阪サポート 3年第10試合、花園・東大阪合同
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エントリー表
幼児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 6年

山城RS 0 0 0 0 1 1 1
鳴門RS 0 1 1 1 0 1 1
兵庫県RS 2 2 2 2 2 2 1
布施RS 1 0 1 1 1 1 2
花園RS 1 1 1 1 1 1 1
東大阪RS 1 1 1 1 2 2 1

（連絡事項）

・各チーム8：15までに、指定の席へ集合してください。

・スクール代表者会議を8：30より本部前で行います。スクール代表者は、必ず参加お願いします。

・スクールは開会式（8：50）に参加して下さい。（整列は待機スタンドをそのままグランドへ出たかたちでお願いします。）

・第一試合は9：00キックオフです。

・雨天中止の場合は、ＡＭ5：00に各スクールに連絡いたします。

・駐車場は周辺コインパーキング￥1,000をご利用下さい。（路上駐車厳禁）

・バスでお越しの場合は事前にご連絡お願い致します。バス駐車場は担当スクールよりご連絡致します。（有料）

（注意事項）
・トスはグランドで行います。入れ替え時間が短い為、対戦相手への礼はなしでお願いします。

・連続試合は対戦相手、レフリーとの話し合いで生徒の体調に合わせ無理のない様にお願いします。（例：ハーフのみ等）

・選手、コーチ、関係者以外はグランドに入れません。ご父兄のご観戦は、スタンドでお願いします。

・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。グランドサイド（メイングランドインゴール）からの観戦は禁止です。

・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。
　（東大阪市ラグビーフットボール協会スローガン）

・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）

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