
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

9:15- 9：25

東大阪２ 大工大 東大阪1 大阪中央 大阪中央 東大阪1 東大阪1 大阪中央 布施・花園 やまのべ 大阪中央1 東大阪1 大阪中央1 洛西

9:28 - 9:38

9:41 - 9:51

布施 洛西 布施 大工大 花園 洛西1 布施 大工大 東大阪1 大工大 花園 やまのべ 大阪中央2 東大阪1

9:54 - 10：04

10：07- 10:17

花園 大阪中央 花園 洛西 布施 洛西2 花園 洛西 東大阪２ 大阪中央 東大阪2 洛西1 東大阪2 布施

10:20 - 10:30

10:33 - 10:43

布施 大工大 東大阪２ 大工大 東大阪2 大工大 東大阪２ 大工大 洛西 大工大 布施 大工大 東大阪3 花園

10:46 - 10:56

10:59 - 11:09

花園 洛西 布施 洛西 東大阪1 洛西1 布施 洛西 東大阪２ やまのべ 大阪中央2 洛西2 大阪中央1 布施

11:12 -11:22

11:25 - 11:35

東大阪1 大阪中央 花園 大阪中央 大阪中央 花園 花園 大阪中央 布施・花園 大阪中央 花園 大工大 東大阪1・2・3 洛西

11:38-11:48

11:51-12：01

布施 大工大 東大阪1 洛西 やまのべ 布施 大阪中央2 花園

12：04-12：14

12:20-12：35
12：40-12：50

12：55-13：05

13：10 -13：20

布施 大阪中央 東大阪1 洛西 東大阪2 洛西2 布施・花園 大工大 洛西1 大工大 東大阪1 大阪中央1・2

13：23 - 13：33

13：36 -13：46

東大阪1 洛西 布施 大阪中央 花園 大工大 東大阪1 洛西 東大阪1 大阪中央 東大阪1 やまのべ 東大阪2 花園・洛西

13.49-13：59

14：02-14：12 ６年

花園 大工大 花園 大工大 東大阪1・2 洛西1・2 布施 大阪中央 洛西 やまのべ 花園 大阪中央1 東大阪3 布施

14：15-14：25

14：28- 14：38 ６年

東大阪２ 洛西・大工大 東大阪２ 大阪中央・洛西 布施 大阪中央 花園 大工大 東大阪２ 大工大・大阪中央 東大阪2 大阪中央2

14：41-14：51

14：54- 15：04 ６年

東大阪２ 洛西・布施 洛西2 布施

15：07-15：17

トスはグランドで試合前に行います。
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。

6年生担当コーチは代表者会議に出席してください。

◇キックオフチーム

12：55-13：05

6年生エキシビジョン15人制

◇東大阪・洛西 花園・大工大

布施

6年生　15人制　フルコート・コンバージョン有り

6年生エキシビジョン15人制

布施・大阪中央合同

東大阪

12:40:-12：50

２年

大阪中央

１年 ２年

布施 布施

大工大 東大阪

大阪中央

２年

２年

洛西

２年

東大阪

２年

２年

幼児

布施

幼児

大阪中央

幼児

大工大 洛西

やまのべ 大阪中央

４年

東側インゴール　幼児

幼児

東大阪

幼児

洛西

６年生　１５人制　エキシビジョン　　（５年生以下昼食）

幼児

布施

幼児

花園

幼児

洛西

幼児

大阪中央

布施 洛西 洛西 東大阪 大工大

幼児

東大阪

幼児

布施

１年 ３年 ６年 ５年 ４年

１年
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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

３年 ６年 ５年 ４年

大工大 東大阪 東大阪 洛西 東大阪

１年 ３年 ６年 ５年 ４年

東大阪 大阪中央 大阪中央 大阪中央 布施・花園

４年

１年 ３年 ６年 ５年 ４年

大阪中央 花園 布施布施

花園 東大阪 大工大 東大阪

大阪中央

２年

１年 ３年 ６年 ５年

布施

１年 ３年 ６年 ５年

大工大 洛西洛西 大工大 布施

６年 ５年 ４年２年

交流試合終了後かたずけ　　

大阪中央 東大阪 東大阪

東大阪

大工大 布施

3年

４年２年

６年 ５年２年

花園

１年 ３年 ６年 ５年

３年 ５年 ４年

布施 花園

４年

花園

東大阪

１年

１年 ３年

１年

３年

◇布施・大阪中央合同 東大阪・洛西

花園

東大阪

6年生　エキシビジョン15人制　タイムスケジュール

１年

12：20-12：35

6年生エキシビジョン15人制

◇花園・大工大

２年 ３年 ５年 ４年 幼児

東大阪

洛西やまのべ

布施・花園 東大阪

大工大大工大

４年

やまのべ

花園

大阪中央

５年


