
           

各スクール・クラブご代表者 様  

2021 年９月 22 日  

         尼崎スポーツの森  

               ラグビーフェスタ実行委員会 

                            実行委員長 赤松英樹 

            

    阪神南ふれあいスポーツフェスタ２０２１ 

２０２１年度 第５回 尼崎スポーツの森 ラグビーフェスタ交流試合のご案内 

 

 

 初秋の候、貴チームにおかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

さて、標記の件につきまして、尼崎スポーツの森ラグビーフェスタ交流試合の開催要綱が

決定しましたので、各ラグビースクール・クラブの皆様へご案内を申し上げます。 

     

記 

 

 

１．日  時 ２０２１年１０月１０日（日）  

集 合：午前８時～8 時 30 分 （早く来られても入場できません） 

＊現地検温所で検温済の方のみ入場できます。（選手とコーチを除く） 

＊小雨決行とするが、荒天時中止の場合は午前 6 時 30 分までに 

 代表者に連絡します。 

開会式：午前 8 時 45 分 ＊各学年キャプテンとヘッドコーチのみ集合  

 

２．場  所 尼崎スポーツの森・多目的芝広場、大芝生広場  

 

３．実施要綱 別紙参照 

         

４．注意事項 別紙参照 

 

５．組 合 せ    別紙参照       

   

６．問合せ先 尼崎スポーツの森ラグビーフェスタ 実行委員長 赤松英樹  

  E-mail：amars@amagasaki-rugby-s.org 

        緊急時：080-6107-4047 

mailto:amars@amagasaki-rugby-s.org


実 施 要 綱 

 

1. 目  的   「阪神南ふれあいスポーツフェスタ２０２１」として開催される 

複数競技スポーツフェスタのラグビー部門です。 

https://a-spo.com/news/news/2021_sports-festa/ 

ラグビーフットボールの普及育成を目的とし、参加選手の交流と親善 

を図るとともに、開かれた大芝生広場で交流試合を開催し、一般の 

皆様にラグビーというスポーツを観戦、ふれあって頂くことにより 

地域社会に貢献するものとする。     

2. 主  催  尼崎スポーツの森       

3. 主  管  尼崎スポーツの森ラグビーフェスタ実行委員会 

4. 協  力  尼崎ラグビースクール     

5. 日  時  ２０２１年１０月１０日（日）  

集合：午前８時～8 時 30 分   開会式：午前 8 時 45 分 

＊開会式は各スクールの学年キャプテンとコーチ１名参加とします。

       試合開始：午前 9 時 30 分 

＊閉会式は行いません。 

３年生～６年生はブロック優勝チームの表彰を行いますので、 

キャプテンとヘッドコーチ１名は表彰時間（タイムテーブルに記載） 

にそれぞれの本部前に集合してください。   

6. 会  場  尼崎スポーツの森・大芝生広場 

7. 駐 車 場  尼崎スポーツの森指定駐車場 

         臨時駐車場を含め約 450 台を他スポーツフェス来場者と、 

ラグビーフェスタ参加 5 スクールの関係者が利用します。 

各スクール 40 台以下を目安に、乗合もしくは公共交通機関で 

お越しください。 

8. 駐 輪 場    駐輪場はフットサルグラウンド横臨時駐輪場のみです。   

9. 競技規則  ミニ・ラグビーの競技規則、５,６年生は９人制競技規則、 

３,４年生は７人制競技規則、幼児,１,２年生はタグ・ラグビー競技 

規則に則るものとする。     

10. 参加資格  ・日本協会登録のチームで、そのチームに所属し選手登録されて 

いる選手であること。  

   ・単独チームを基本とするが、チーム編成ができない場合は、 

合同チームを認める。 

・各種スポーツ傷害保険に加入した選手とする。    

以  上 

https://a-spo.com/news/news/2021_sports-festa/


注 意 事 項  

 

交流会 

1. 組み合わせ （別紙参照） 

A~C コート（4～6 年）は、本部テントに向かって組合せ表左側のチームがコート左、

右側のチームは右側で前半開始です。 

D～F コート（1～3 年）は、本部テントを背にしてコート上が組合せ表左側、下が右

側で前半開始です。 

G コート（幼児）は、本部テントを背にして組合せ表左側のチームがコート左、右側

のチームは右側で前半開始です。 

コイントスは行いません、組合せ表左側チームのボールでキックオフです。 

2. レフリー（ミニラグビーレフリー取得者以外でも可） 

組合せ表の左側のチームが担当です。（タグは右側のチームがタイムキーパーです） 

都合が悪い場合は対戦チームと相談して決めてください。 

＊その他都合が付かない場合は各スクールで調整をお願いします。 

3. タッチジャッジ 

当該チームで担当をお願いします。 

4. タイムスケジュール 

試合開始１0 分前までに、各コートの次試合待機場所に集合してください。 

各コート進行係の指示に従ってください。 

5. アップ場 

指定の場所以外を使用しないでください。 

他の公園利用者の迷惑になり、次年度以降の使用ができなくなります。 

6. 表彰式 

3 年生～6 年生の各ブロック優勝チームを本部テント前で表彰します。 

当該チームのキャプテンとヘッドコーチは、タイムスケジュール表の表彰時間に 

本部テント前にお越しください。 

7. 試合開始と終了後の挨拶は対戦相手とのみ行い、相手コーチボックスへの挨拶は 

無しとします。 

8. トーナメントで引き分けの場合、先制トライを取ったチームを勝ちとする。 

(3 チームの総当たりブロックは引き分けあり) 

9. 3 チームによる総当たりブロックの優勝条件 

1. 勝率(勝ち数÷試合数) 

2. 総トライ数 

3. ２試合の得失点差（総得点―総失点） 



 

 

その他 

1. 選手とコーチを除く来場者は、当日朝に会場検温所で検温チェックを行い 

検温済リストバンドを装着してください。 

2. テントは個別に張らないこと。 

3. 大会終了後「ゴミ」は必ず各チームで持ち帰ること。 

4. 交流会中に発生した負傷については、応急処置の外は責めを負わない。 

（各チームにおいてスポーツ安全保険に加入の上参加すること）  

5. 当日の天候に応じた健康管理に充分配慮してください。 

6. 貴重品等は各チームの責任において保管してください。 

7. 小雨決行とするが、豪雨時は中止とし、その決定は午前 6：30 時に行い 

各スクール代表者に連絡します。 

8. 各スクールの駐車台数は 40 台以下としてください。 

周辺に駐車場はありませんので、出来るだけ乗り合いか公共交通機関でお越しいただ

きますようお願いします。（例年満車になります） 

9. 天然芝グランドには、水以外の持ち込みは禁止となっております。 

10. 保護者の皆様は、芝生の保護の為に運動靴でお越し下さい。（ハイヒールは不可） 

11. 試合観戦は指定された場所でお願いします。（各コート進行係の指示に従ってください） 

12. 新型コロナの感染状況により、中止になる場合があります。 

 

 

コロナ対策 

1. 当日までに体調不良などがあり試合出場に不安がある場合や、数日前まで発熱を認め

た場合などは欠席等、各ご家庭で賢明な判断をお願いいたします。 

2. 検温について 

＜選手・コーチ＞ 

  2 週間前 9 月 26 日より実施してください  所定の用紙に記載して持参し、各スクー 

ルで管理をお願いします。 

＜保護者・関係者＞ 

当日自宅での検温を実施、もしくは会場の検温ゲートでの検温実施（8：00～8：45 

まで）と、 アルコールによる手指の消毒、検温済リストバンドの装着をお願いいた 

します。 

 ＊検温所で 37.5 度以上を認めた場合、リストバンドを装着していない場合は入場を 

 お断りすることがあります。 

 



 

 

3. 出席者名簿   

各スクールで出席者、保護者含め全ての参加者の把握をしておいてください。 

 感染が認められた場合は、スクールの代表者様に連絡し、対応していただきます。 

4. 手指の消毒 

集合時、試合の前後、解散時、飲食の前後に実施の徹底をお願いします。 

5. マスクの着用 

試合に出ているプレーヤー以外は着用をお願いします。 

コーチ、保護者・関係者の着用徹底をお願いします。 

6. 飲食について  

飲食中会話は行わず、会話は双方がマスクを装着してからでお願いします。 

7. 観戦中は大声を控え、拍手などでお願いします。 

 

 

負傷・体調不良時 

1. 各本部テントの横に救護テントを設置しています。 

一時的な処置は可能 です。 

また、アイシング用の氷を準備していますので、必要時申し出てください。 

2. 発熱、体調不良による試合継続不可と判断した場合は、各スクールに連絡し、保護者

に引き渡 し、帰宅を依頼いたします。 

各スクールでも体調不良者を長時間待機場所で休ませる等の判断は行わず、帰宅させ

る事を優先 させてください。 

3. 救急要請は救護テントで対応します。 

(大会運営側で件数を取りまとめて報告するため)  

救急要請の判断に至った場合は、早急に各スクール代表に連絡させていただきます。 

 

以  上 


