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大阪府ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 普及育成委員会

第３５回

北摂ラグビースクール大会

茨木・吹田・摂津市・高槻・天王山

豊中・東淀川・箕面　各ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ

平成２７年　５月３１日（日）　( 鶴見緑地球技場)

【幼児・小学生部】



１． 大会日時　 （雨天中止）

２． 場所 鶴見緑地球技場

３． 参加学年 幼児から小学６年生までとし、原則学年別のチームを結成する。

４． 試合方法 ①幼児、小学１・２年生は「５人制」を、小学３・４年生は「７人制」を、

　 小学５・６年生は「９人制」をそれぞれ実施する。

②ミニラグビーのルールを適用する。

　　（平成27年度改正　日本ラグビーフットボール協会）

③試合時間は、「１０分－２分－１０分」とする。

５． 参加費用 １チームにつき金１，５００円を、大会当日、本部受付で支払う。

（各スクール負担金　１，５００円×チーム数）

６． 表彰 優勝、北摂賞（第二位）、敢闘賞（第三位）を表彰する。

７． その他 ① 小雨決行とする。

　  なお、雨天による中止の判断は、午前６時３０分時点で決定し、

　  順次連絡網にて連絡する。

② レフリーの服装について、レフリーらしいスタイルでお願いします。

③ レフリーに対する野次等は、厳禁とする。

④ 負傷事故について、本部にて応急措置を行うが、後は各スクール

    での対応とする。

⑤ 場内整理及びごみ清掃は、各スクールで行うこと。

⑥ 各スクールは、スクール旗を持参すること。

    （開会式・閉会式で使用します。）

８． 問合せ先 茨木ラグビースクール　米田

第３５回 北摂ラグビースクール大会実施要項

平成２７年５月３１日（日）　９：００～



2015年 第35回 北摂大会ラグビースクール大会　タイムテーブル 2015年5月20日作成

10minハーフ 第1グラウンド 第2グラウンド 第3グラウンド 第4グラウンド 第5グラウンド 第6グラウンド

前半-HT-後半 20m 25m 30m 20m 15m 15m

10-2-10 4年生、3年生 5年生、4年生 6年生、5年生 ２年生 1年生 幼年

試合間:3min 14試合 10試合 11試合

4年① 5年① 6年① 2年①

東淀川B vs 吹田B 豊中B1 vs 吹田B 高槻A vs 吹田A1 茨木A vs 高槻A

豊中 箕面 箕面 吹田

4年② 5年② 6年② 2年②

箕面B vs 高槻B 摂津市B vs 箕面B 茨木A vs 東淀川A 箕面B vs 天王山B

茨木 豊中 天王山 東淀川

3年① 4年③ 6年③ 2年③

東淀川A vs 吹田A 豊中A vs 吹田A 吹田A2 vs 豊中A 豊中A vs 吹田A

豊中 東淀川 高槻 天王山

3年② 4年④ 5年③ 2年④ 1年① 幼年①

茨木A vs 高槻A 東淀川A vs 茨木A 豊中A vs 吹田A 東淀川B vs 高槻B 豊中B2 vs 天王山B 茨木A vs 東淀川A

箕面 高槻 摂津市 茨木 高槻 吹田

3年③ 4年⑤ 5年④ 2年⑤ 1年② 幼年②

摂津市B vs 豊中B 天王山B vs 豊中B 茨木A vs 東淀川A 箕面A vs 天王山A 茨木A vs 箕面A 吹田B vs 箕面B

高槻 吹田 箕面 豊中 豊中 豊中

3年④ 4年⑥ 5年⑤ 2年⑥ 1年③ 幼年③

東淀川B vs 箕面B 吹田B vs 箕面B 吹田A vs 箕面A 吹田B vs 茨木B 豊中B1 vs 東淀川B 摂津市B vs 豊中B1

吹田 天王山 豊中 高槻 吹田 茨木

3年⑤ 5年⑥ 6年④ 2年⑦ 1年④ 幼年④

高槻A vs 豊中A 豊中B2 vs 摂津市B 豊中A vs 高槻A 天王山B　vs 豊中B 高槻A vs 吹田A 高槻B vs 天王山B

東淀川 吹田 吹田 箕面 豊中 吹田

3年⑥ 5年⑦ 6年⑤ 2年⑧ 1年⑤ 幼年⑤

吹田B vs 摂津市B 箕面B vs 豊中B1 吹田A1 vs 箕面A 東淀川A vs 茨木A 高槻B vs 豊中B1 箕面B vs 豊中B2

茨木 東淀川 茨木 高槻 天王山 摂津市

3年⑦ 5年⑧ 6年⑥ 2年⑨ 1年⑥ 幼年⑥

豊中A vs 東淀川A 吹田B vs 豊中B2 高槻B vs 天王山B 吹田A vs 箕面A 箕面A vs 豊中A 豊中A vs 茨木A

高槻 茨木 豊中 豊中 茨木 天王山

3年⑧ 4年⑦ 5年⑨ 2年⑩ 1年⑦ 幼年⑦

吹田A vs 茨木A 豊中B vs 東淀川B 箕面A vs 茨木A 茨木B vs 東淀川B 天王山B vs 高槻B 東淀川A vs 吹田A

東淀川 吹田 豊中 天王山 東淀川 豊中

3年⑨ 4年⑧ 5年⑩ 2年⑪ 1年⑧ 幼年⑧

豊中B vs 東淀川B 高槻B vs 天王山B 東淀川A vs 豊中A 高槻A vs 豊中A 吹田A vs 茨木A 豊中B1 vs 吹田B

摂津市 東淀川 吹田 箕面 豊中 高槻

3年⑩ 4年⑨ 6年⑦ 2年⑫ 1年⑨ 幼年⑨

箕面B vs 吹田B 茨木A vs 豊中A 箕面A vs 茨木A 天王山A vs 東淀川A 豊中A vs 高槻A 天王山B vs 摂津市B

豊中 箕面 吹田 茨木 箕面 豊中

4年⑩ 6年⑧ 2年⑬ 1年⑩ 幼年⑩

吹田A vs 東淀川A 東淀川A vs 吹田A2 豊中B vs 箕面B 東淀川B vs 豊中B2 吹田A vs 豊中A

豊中 高槻 吹田 吹田 東淀川

6年⑨ 2年⑭ 幼年⑪

天王山B vs 高槻B 高槻B vs 吹田B 豊中B2 vs 高槻B

東淀川 東淀川 箕面

14:10-14:20

14:22-14:32

14:35-14:45

14:47-14:57

15:00-15:10

15:12-15:22

15:25-15:35

15:37-15:47

39試合（6年生:9試合、5年生:10試合、4年生:10試合、3年生:10試合）

12:05-12:15

12:17-12:27

12:30-12:40

12:42-12:52

12:55-13:05

13:07-13:17

13:20-13:30

13:32-13:42

13:45-13:55

13:57-14:07

10:00-10:10

10:12-10:22

10:25-10:35

10:37-10:47

10:50-11:00

11:02-11:12

11:15-11:25

11:27-11:37

11:40-11:50

11:52-12:02
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アップ用エリアとして開放 



2015年 第35回 北摂大会ラグビースクール大会　グラウンドレイアウト

　　鶴見緑地球技場

第6グラウンド

幼年

（20m×15m）

メインスタンド

第5グラウンド

1年生

（20m×15m）

第4グラウンド

2年生

（40m×20m）

第1グラウンド

4,３年生

（60m×20m）

第2グラウンド

5,4年生

（60m×25m）

第3グラウンド

6,5年生

（60m×30m）

アップ用エリアとして開放 

アップ用エリアとして開放 



第３５回　北摂大会　至　鶴見緑地球技場　座席割り表（メインスタンドに向かってみた配置）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

身障者 身障者 身障者 身障者
身障者 身障者 身障者 身障者

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
茨木 茨木 吹田 吹田 吹田 吹田 吹田 摂津 高槻 高槻 高槻 天王山 豊中 豊中 豊中 豊中 豊中 豊中 東淀川 東淀川 箕面 箕面 箕面


