
２０２０年１月18日　伊丹ラグビースクール　冬季招待試合

開始 終了 開始 終了
9:00

1 9:30 9:38 9:40 9:48 幼児 吹田B - 東大阪B 1年 東大阪A - 伊丹 2年 東大阪A - 吹田Ａ 伊丹 3年 伊丹 - 吹田 加古川 5年 伊丹 - 吹田 神戸少年

2 9:50 9:58 10:00 10:08 幼児 伊丹 - 吹田A 1年 東大阪B - 吹田B 2年 伊丹B - 吹田B 東大阪 4年 伊丹 - 吹田 加古川 6年 伊丹 - 吹田 神戸少年

3 10:10 10:18 10:20 10:28 幼児 加古川 - 吹田B 1年 伊丹 - 吹田A 2年 加古川 - 伊丹A 東大阪 3年 加古川 - 東大阪 伊丹 5年 加古川 - 神戸少年 吹田

4 10:30 10:38 10:40 10:48 幼児 伊丹 - 東大阪B 1年 加古川 - 吹田B 2年 吹田B - 東大阪B 加古川 4年 加古川 - 東大阪 伊丹 6年 加古川 - 神戸少年 吹田

5 10:50 10:58 11:00 11:08 幼児 加古川 - 東大阪A 1年 東大阪B - 伊丹 2年 加古川 - 吹田Ａ 伊丹 3年 吹田 - 加古川 東大阪 5年 吹田 - 加古川 伊丹

6 11:10 11:18 11:20 11:28 幼児 吹田Ａ - 東大阪B 1年 加古川 - 東大阪A 2年 東大阪B - 伊丹B 吹田 4年 吹田 - 加古川 東大阪 6年 吹田 - 加古川 伊丹

7 11:30 11:38 11:40 11:48 幼児 東大阪A - 吹田B 1年 吹田A - 東大阪B 2年 伊丹A - 東大阪A 吹田 3年 東大阪 - 伊丹 吹田 5年 神戸少年 - 伊丹 加古川

8 11:50 11:58 12:00 12:08 幼児 伊丹 - 加古川 1年 吹田B - 東大阪A 2年 吹田B - 伊丹B 加古川 4年 東大阪 - 伊丹 吹田 6年 神戸少年 - 伊丹 加古川

9 12:10 12:18 12:20 12:28 幼児 東大阪A - 吹田A 1年 伊丹 - 加古川 2年 吹田A - 伊丹A 東大阪 3年 吹田 - 東大阪 加古川 5年 吹田 - 神戸少年 伊丹

10 12:30 12:38 12:40 12:48 幼児 1年 東大阪A - 吹田A 2年 東大阪B - 吹田B 伊丹 4年 吹田 - 東大阪 伊丹 6年 吹田 - 神戸少年 加古川

11 12:50 12:58 13:00 13:08 幼児 - 1年 吹田B - 東大阪B 2年 加古川 - 東大阪A 吹田 3年 伊丹 - 加古川 東大阪 5年 伊丹 - 加古川 吹田

12 13:10 13:18 13:20 13:28 幼児 - 1年 吹田A - 加古川 2年 伊丹B - 東大阪B 加古川 4年 伊丹 - 加古川 吹田 6年 伊丹 - 加古川 神戸少年

試合型式　幼児、小１：タグ・ラグビー　小２：５人制ミニラグビー　小３、小４：７人制ミニラグビー　試合時間
小学2年生は久しぶりのミニラグビーですので勝敗よりも安全を第一に
危険なプレーがないように各スクールともご注意、ご理解宜しくお願い致します。
ミニラグビーは対戦チーム外からのレフリーをお願いします。対応が難しい場合が当日調整致します。

試合運営上、全学年とも試合時間を8-2-8（分）に統一させていただきました。
各チームは、試合開始５分前には該当グランドサイドでトスの完了及び待機しておいてください。
担当レフリーは試合開始前に本部席にて対戦カードを受け取り試合終了後、結果の報告をお願いします。
試合の開始・終了は、本部席からのコールで行います。（レフリータイムではありませんので注意してください）

幼児は早めに試合が終わりますので対戦希望のスクールがありました当日調整して試合をしていただいても結構です。
1年生、2年生ともにエントリ総数が奇数になりましたのでBチームは同一カード2戦の計4戦試合を組んでいます。

NO
前半 後半

１年　Dグランド

開会式開会式

幼児C　グランド 担当
レフリー

２年　Eグランド 担当
レフリー

開会式 開会式

３，４年　Bグランド

開会式

担当
レフリー

５，６年　Ａグランド

タグラグビーのレフリーは対戦表の左側スクールからお願いいたします。

タッチジャッジは対戦するチームからそれぞれ１名お願いいたします。

対戦希望あればチーム同士で調整を


