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花園第３グランド（多目的グランド）
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本部



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5分

東側インゴール

9:30 - 9:40 １年

東大阪1 花園 花園 大工大 花園 八尾1 東大阪1 八尾 布施 大工大 東大阪 八尾

9:43 - 9:53 八尾

9:58- 10:08 １年

布施 八尾1 東大阪1 八尾 東大阪 郡山 花園 郡山 布施 郡山 東大阪1 八尾

10:11 - 10:21 大工大

10:26 - 10:36 １年

花園 八尾2 東大阪2 郡山 布施 大工大 花園 郡山 東大阪 大工大 花園 大工大

10:39 - 10:49 花園

10:54 - 11:04 １年 ４年

東大阪2 布施 花園・八尾 大工大・郡山 東大阪2 大工大 布施 大工大 花園 八尾 布施 郡山

11:09 -11:19 東大阪

12：45 - 12:55
花園 郡山 東大阪1 郡山 布施 八尾 東大阪 大工大

12:58 - 13：08
13：13 - 13：23

花園 八尾 東大阪2 郡山 布施 東大阪 布施 八尾

13：26 - 13：36
13：41 - 13:51 １年

東大阪1 八尾1 東大阪1 大工大 大工大 東大阪 花園 大工大 東大阪 郡山 花園 郡山

13:54- 14：04 八尾

14:09 - 14：19 １年

花園 布施 花園 東大阪2 布施 八尾2 布施 八尾 花園 大工大 東大阪2 工大・郡山

14：22- 14：32 郡山

14：37 - 14：47 １年

東大阪2 八尾2 郡山 八尾 花園・布施 東大阪・八尾 東大阪1 郡山・工大 東大阪・八尾 花園・布施 東大阪・花園 工大・郡山

14：50- 15：00 大工大

・トスは試合前にグランドで行います。 10：30本部前に各スクール6年生担当コーチ1名お越し下さい。
・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）
・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）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。
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４年 3年

西側インゴール（Eコート）　南側 西側インゴール（Fコート）　北側 A B C D

八尾 布施 布施 花園 布施
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幼児 2年 5年

幼児 2年 ４年 6年 ４年

東大阪 花園 東大阪 花園 大工大

幼児 2年 5年 6年 3年

布施 東大阪 八尾 八尾 東大阪

幼児 5年 6年 3年

八尾 郡山 郡山 大工大 花園

２年生 2年 ４年 6年 3年
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布施 八尾 布施 郡山 八尾

２年生 ４年 5年 ４年 3年

6年 3年

八尾1 郡山・布施

東大阪 東大阪 花園 八尾

花園 郡山 東大阪 布施 大工大

幼児 2年

幼児 2年 5年 6年 ４年

止

郡山

5年

東大阪 大工大 大工大 八尾 八尾

幼児 ４年 5年 5年 3年

布施 郡山 布施 郡山 八尾

（6年生エキシビジョン打ち合わせ）

11:30

12:30

試合終了後かたずけ　　16：00完全撤収（グランド閉門）

6年生エキシビジョン（１５人制）　12分ハーフ　入れ替え5分　　＜幼児～５年生は昼食・エキシビジョン観戦）

①花園・大工大合同　VS　東大阪・八尾合同　　　②東大阪・八尾合同　VS　布施・郡山合同　　③花園・大工大合同　VS　布施・郡山合同



エントリー表
幼児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 6年

花園RS 1 1 1 1 1 1 1
東大阪RS 2 2 1 1 2 2 1
布施RS 1 0 1 1 1 1 1
大工大RS 1 1 1 1 1 1 1
郡山RS 0 1 1 1 1 1 1
八尾RS 2 1 2 1 1 1 1

　第6回ガチンコカップ交流会　2013/2/3


