
２０１９年１月２６日　伊丹ラグビースクール　招待試合

開始時間終了時間終了時間終了時間

9:00

1 9:30 9:38 9:40 9:48 1年 枚方 - 伊丹Ａ 吹田 2年 枚方Ａ - 伊丹Ａ 加古川 3年 伊丹 - 吹田 枚方 5年 加古川 - 枚方 伊丹 幼児 吹田 - 加古川Ａ

2 9:50 9:58 10:00 10:08 1年 加古川 - 伊丹B 吹田 2年 加古川 - 吹田B 伊丹 4年 伊丹 - 吹田 加古川 6年 加古川 - 枚方 伊丹 幼児 加古川Ｂ - 伊丹

3 10:10 10:18 10:20 10:28 1年 吹田B - 伊丹A 枚方 2年 枚方Ｂ - 伊丹A 吹田 3年 加古川 - 枚方 吹田 5年 吹田 - 加古川 枚方 幼児 枚方B - 加古川Ａ

4 10:30 10:38 10:40 10:48 1年 吹田Ａ - 加古川 伊丹 2年 加古川 - 吹田Ａ 枚方 4年 加古川 - 枚方 伊丹 6年 吹田 - 加古川 枚方 幼児 枚方Ａ - 伊丹

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

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

7 11:30 11:38 11:40 11:48 1年 吹田B - 伊丹B 枚方 2年 枚方Ｂ - 加古川 吹田 3年 枚方 - 伊丹 吹田 5年 吹田 - 枚方 伊丹 幼児 枚方Ｂ - 加古川Ｂ

8 11:50 11:58 12:00 12:08 1年 吹田A - 枚方 加古川 2年 吹田Ａ - 枚方Ａ 伊丹 4年 枚方 - 伊丹 吹田 6年 吹田 - 枚方 加古川 幼児 吹田 - 枚方A

9 12:10 12:18 12:20 12:28 1年 加古川 - 吹田B 伊丹 2年 枚方Ｂ - 伊丹B 加古川 3年 吹田 - 枚方 加古川 5年 伊丹 - 加古川 枚方 幼児 伊丹 - 枚方B

10 12:30 12:38 12:40 12:48 1年 - 2年 枚方Ａ - 吹田Ｂ 伊丹 4年 吹田 - 枚方 加古川 6年 伊丹 - 加古川 吹田 幼児 -

11 12:50 12:58 13:00 13:08 1年 - 2年 - 3年 伊丹 - 加古川 枚方 5年 伊丹 - 吹田 加古川 幼児 -

12 13:10 13:18 13:20 13:28 1年 - 2年 - 4年 伊丹 - 加古川 枚方 6年 伊丹 - 吹田 加古川 幼児 -

試合時間小学部 8-2-8(2)
※グランドの関係上、短い時間になり申し訳ありません。
試合時間が短いため各チームは、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）

※今回、対戦チーム外のレフリーになっております。割り当てを確認して注意してください。

※対応が難しいレフリーにつきましては、該当チーム同士を含めて、当日調整致します。

※試合数が多い場合は当日調整いたします

担当
レフリー

開会式

NO
前半 後半

１年　Dグランド

開会式

担当
レフリー

開会式

３，４年　Bグランド２年　Cグランド 担当
レフリー

５，６年　Ａグランド 担当
レフリー

※レフリーは対戦同士調整

幼児グランド

開会式 開会式


