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平成 27 年 6 月 9 日 

 
参加出場チーム 様 

関西ラグビーフットボール協会 
理事長 高岡 義伸 

（公印省略） 
 

「第９回 関西ミニ･ラグビージャンボリー交流大会」について（お知らせ） 
 
梅雨の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。 
さて、来る 6 月 27 日（土）、28（日）開催の「第９回関西ミニ・ラグビージャンボリー

交流大会」参加出場に伴う関係書類を送付いたしますので、下記期日までに事務局までお

送り願います。 
 
 

１．日 時  平成２７年６月２７日（土）２８日（日） 
２．場 所  兵庫県立淡路佐野運動公園（ボールパークあわじ） 
３．開会式  ６月２７日（土）      10：15（チーム受付 9：30～） 

                          （閉会式はおこないません。） 
４．試合時間 ６月２７日（土）      11：00 ～15：57   

              ６月２８日（日）      10：00 ～14：57   
 
＊大会参加申込書について 
  同封の大会参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記あて先へ６月１９日（金）まで

に必着で郵送にてご提出してください。 
 
 
  送付先   関西ラグビーフットボール協会 
          「第９回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会事務局」宛 
       〒530-0022 大阪市北区浪花町 1-23 第 10 新興ビル 8 階 
          06-6376-0456  Fax06-6376-2577 
 
 
 



第９回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 

大 会 日 程 
 
 
 

１．会  場 
 
 
       兵庫県立淡路佐野運動公園（ポールパークあわじ） 
    兵庫県淡路市佐野新島 9-6 
 
 
 

２．大会日程 
 
 
     ６月２７日（土）      ０９：３０       チーム受付           
 
                １０：００       代表者・レフリー打合せ 
 
                １０：１５       開会式 
 
                １１：００       ゲーム開始 
                
                １５：５７       ゲーム終了 
 
                      
  
 

６月２８日（日）    ０９：００       チーム受付 

               １０：００       ゲーム開始 

                １４：５７       ゲーム終了 

                  ＊閉会式は行いません。 

 

＊ 大型バス･マイクロバスで来場されるチームは、事前に 

参加申込書にご記入の上、お申込ください。 



第 9回 関西ミニ･ラグビージャンボリー交流大会 

参加上の注意 

  

□ 平成27年度（公財）日本ラグビーフットボール協会制定ミニ・ラグビーの競技規則高学年用にて行います。 

□ 各チームはレフリーを１名準備してください。（試合日程表のレフリー欄を必ず確認して下さい）                                     

□ 該当ゲームのタッチジャッジ１名を準備してください。(チームのフラッグを持参下さい） 

□ 該当ゲームのメディカル担当１名を準備してください。（選手不可） 

□ 上記３担当者は、スタイルには配慮してください。 

□ ドレスチェックは前のゲームの開始前時に本部付近にておこないます。  

 （ヘッドギア持参。第1試合のチームはゲーム開始１５分前）  

□ 選手･チームスタッフ共、スパイク着用でないとグラウンド内に入ることが出来ません。  

□ 当日のチーム受付は代表者がおこなってください。  

□ 試合時間は １１分ハーフ で行ないます。  

□ 選手の入替については、必ず競技役員に申し入れ、レフリーの指示に従いフィールド内に入ること。                

□ 出血がともなわなくても、ドクターの治療を要する場合は、一時交替を認めます。                         

□ シンビンでの一時退場は３分間とします。  

□ 貴重品の管理は各チームでお願いします。  

□ グラウンド内は引率者３名までとする。（大会事務局発行の IDカードを着用ください） 

□ 多目的広場内での練習（アップ）は、１試合前のチームのみ可能です。 

□ チームで出されたゴミは、各チーム責任をもって持ち帰り下さい。 

□ 各チーム･保護者の方々ともクラブハウスの使用は出来ませんので、周知徹底をお願いします。                     

（クラブハウスのトイレも使用禁止です）  

□ 会場内立ち入りの制限 

チーム関係者･ご観戦の保護者の方々とも、多目的広場内はスパイク・運動靴のみ立ち入り可能です。 

（ハイヒール・サンダル等での立ち入りは禁止します。） 

  野球グラウンド内（土の部分）は一切立ち入り禁止。 

□ 会場内の飲食は禁止しております。選手の水分補給は、｢水｣のみ可能です。 

□ 参加費（１チーム３,０００円）は、おつりのないようご準備下さい。 

□ 近年、駐車場内外の違法駐車･迷惑駐車が非常に多くなっております。近隣住民や他のご利用者の迷惑に 

ならないよう別紙「駐車場ご利用にあたってのご注意」を必ずチーム内にて情報共有してください。 



14:36 KO 14:36KO
第１コート 第３コート

第9回 関西ミニジャンボリー交流大会 組合せ表

Aブロック Fブロック

第１コート 第１コート 第３コート 第３コート
11:０0 KO 11:54 KO 11:０0 KO 11:54 KO

北神戸 亀岡 みなと
広島県
選抜

川西市 大和郡山 吹田 西宮甲東

Bブロック Gブロック

13:15 KO 13:15 KO
第１コート 第３コート

11:27 KO 12:21 KO 11:27 KO 12:21 KO

15:03 KO 15:03 KO
第１コート 第３コート

宇部・
小野田

明石 キッズ 布施 松山

第１コート 第１コート 第３コート 第３コート

13:42 KO 13:42　KO
第１コート 第３コート

西宮 同志社 大阪

14:36KO 14:０９ KO
第２コート 第４コート

Cブロック Hブロック

第２コート 第２コート 第４コート 第４コート
11:00 KO 11:54KO 11:00 KO 11:54 KO

加古川 洛西 茨木 山口伊丹 生駒 枚方 Kiwi's

Dブロック Iブロック

13:15KO 13:15 KO
第２コート 第４コート

11:27 KO 12:21 KO 11:27 KO 12:21 KO

15:0３ KO 14:36 KO
第２コート 第４コート

津高虎尼崎 前栽 花園 倉敷

第２コート 第２コート 第４コート 第４コート

14:36　KO

13:42 KO 13:42 KO
第２コート 第４コート

兵庫県 京都西 東大阪

第５コート

11:00　KO 12:21　KO

第５コート

Eブロック

14:09 KO

Jブロック

12:48　KO
第５コート 第５コート 第５コート

11:27　KO
第５コート

三田 鳴門 富田林・岬 岡山

第５コート

瀬田・大津

13:15　KO
第５コート

アウル 阿倍野芦屋

13:42　KO



第３コート

高砂 高槻

15:03　KO
第５コート

Mブロック Nブロック

脇町

12:48　KO
第３コート

14:09　KO
第３コート

15:30　KO

第9回 関西ミニジャンボリー交流大会 組合せ表

Kブロック Lブロック

第４コート

11:54　KO 12:48　KO

15:03　KO

12:48　KO 14:09 KO 12:48　KO

姫路 徳島 大阪中央 岩出

第５コート 第４コート

西神戸

14:09 KO
第２コート 第２コート 第１コート 第１コート

プログレ

　　　　　　　　　　□１日目の成績により２日目の対戦相手を設定（順位グループとする）
　　　　　　　　　　□試合時間１１分ハーフ 　 ハーフタイム２分 　 試合間隔３分

さぬき

15:30　KO 15:30  KO
第２コート 第１コート

伊川
大阪工業

大学
オール
広島



１日目　　　　　　第9回関西ミニジャンボリー交流大会 組合せ

11:00 川西市 大和郡山 伊丹 生駒 北神戸 亀岡 加古川 洛西 三田 鳴門
得点

レフリー
11:27 明石 キッズ 尼崎 前栽 西宮 同志社 兵庫県 京都西 芦屋 アウル
得点

レフリー
 11:54 吹田 西宮甲東 枚方 Kiwi's みなと 広島県選抜 茨木 山口 姫路 徳島
得点

レフリー
12:21 布施 松山 花園 倉敷 大阪 宇部・小野田 東大阪 津高虎 富田林・岬 岡山
得点

レフリー
12:48 西神戸 プログレ 伊川 大工大 高砂 高槻 大阪中央 岩出 阿倍野 瀬田・大津
得点

レフリー
13:15 １-①負け １－③負け ２－①負け ２－③負け ３－①負け ３－③負け ４－①負け ４－③負け ５－①負け ５－④負け
得点

レフリー
13:42 １－②負け １－④負け ２－②負け ２－④負け ３－②負け ３－④負け ４－②負け ４－④負け ５－②負け ５－⑤負け
得点

レフリー
14:09 プログレ さぬき 大工大 オール広島 高槻 脇町 ４－①勝ち ４－③勝ち ５－①勝ち ５－④勝ち
得点

レフリー
14:36 １－①勝ち １－③勝ち ２－①勝ち ２－③勝ち ３－①勝ち ３－③勝ち ４－②勝ち ４－④勝ち ５－②勝ち ５－⑤勝ち
得点

レフリー
15:03 １－②勝ち １－④勝ち ２－②勝ち ２－④勝ち ３－②勝ち ３－④勝ち ５－③勝ち ４－⑤勝ち ５－③負け ４－⑤負け
得点

レフリー
15:30 西神戸 さぬき 伊川 オール広島 高砂 脇町
得点

レフリー

◎
◎
◎ 担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。

オール広島 脇町

② 松山 倉敷 宇部・小野田

③ 川西市 伊丹 北神戸

① 西宮甲東

第４コート 第５コート

山口 岡山

加古川 岩出

津高虎 瀬田・大津

第１コート 第２コート 第３コート

Kiwi's 広島県選抜

枚方 みなと

東大阪 大阪

茨木 富田林・岬

布施 阿倍野

⑤ さぬき

兵庫県 三田

姫路 芦屋

④ 明石 尼崎 西宮

⑥ 花園

⑦ 吹田

徳島 高槻

⑧ 西神戸 伊川 高砂

⑪ プログレ

⑩

⑨

試合時間　１1分ハーフ　　　ハーフタイム2分　　　　　試合間隔　3分
レフリーは各チーム1名。ＴＪは試合のチームで行う。

亀岡 京都西 生駒 大和郡山

同志社 アウル

キッズ 鳴門 洛西 前栽 大阪中央

大工大



雷および暴風時の対応について 

 

天候の状況を大会本部で判断し試合の続行が危険と判断された場合は、試合を中断

もしくは中止する場合がある。 

 

 

1． 試合を中止もしくは中断の判断をする場合 

① 大会本部の総務委員長と総務副委員長の協議により判断し、試合の中断もしくは中止を

決定する。 

② 試合会場への伝達は一斉放送で行う。 

 

 

2． 試合が中断になった場合の勝敗について 

① 前後半どちらで中断した場合においても、再開から試合終了予定時間時点の得点で勝敗

を決定する。   

② 試合を中断してから、試合終了予定時間５分前になっても天候の回復が認められない場

合は、試合を中止する。その場合は中断した時点の得点で勝敗を決定する。 

 

 

3． 試合を再開する場合 

① 競技の途中で試合を中断した場合は、中断時に攻撃していた側のセンタースクラムで試合

を再開する。 

 

 

4． 試合を中断した後の選手・保護者の待機場所について 

① 自チームのバスに避難が可能なチームは、バスに避難すること。 

② 車に避難できない選手とチーム関係者は、隣接のクラブハウスやトイレ、売店などに避難

すること。また、これ以外の建物が近くにある場合は各自の判断で避難すること。 

③ グランドのテント内は危険な場合があるので、できるだけ避けること。 

 

5． 大会本部及び会場責任者、レフリーの判断や決定については、各チーム関係者および大

会運営役員は、必ず従うこと。 



駐車場ご利用にあたってのご注意 

【 ご 注 意 】 

違法駐車・迷惑駐車は、他の利用者や近隣住民の迷惑となりますので 

絶対におやめください。 

 

１．場内においての事故・盗難等についてのトラブルは一切責任を負えませんので、くれぐれも 

ご注意いただきますようお願い申し上げます。 

 

２．駐車は、第 1･第 2･第 3･第 4駐車場、臨時駐車場をご利用してください。  

 

 

３．指定された駐車場所以外には駐車しないでください。迷惑駐車等が目立つチームについては、 

次大会以降の出場をお断りさせていただく場合もありますので、ご承知おきください。 

 

※下記のような迷惑駐車は絶対におやめください。 

  

  

Administrator
テキスト ボックス
第4駐車場

Administrator
テキスト ボックス
第1駐車場

Administrator
テキスト ボックス
第2駐車場

Administrator
テキスト ボックス
第3駐車場

Administrator
テキスト ボックス
臨時駐車場

Administrator
テキスト ボックス
×駐車スペース以外への駐車

Administrator
テキスト ボックス
×路上・歩道への駐車

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
×駐車スペース以外への駐車

Administrator
テキスト ボックス
×駐車スペース以外への駐車



第９回 関西ミニラグビージャンボリー交流大会 

参加チーム一覧（５３チーム） 

 

【三重県1 】 津高虎ラグビースクール, 

 

【滋賀県1 】 瀬田スポーツ少年団・大津ラグビースクール, 

 

【京都府 7】 京都プログレ.R.F.C, 亀岡ラグビースクール, 同志社ジュニアラグビーフットボールクラブ 

洛西ラグビースクール, 京都西ラグビースクール, アウル洛南Jr.R.F.C,  

Kiwi's 

 

【大阪府13】吹田ラグビースクール, 布施ラグビースクール, 枚方ラグビースクール,花園ラグビースクール 

富田林ラグビースクール・岬ラグビ－スポーツ少年団, みなとラグビークラブ 

大阪ラグビースクール, 茨木ラグビースクール, 東大阪ラグビースクール 

阿倍野ラグビースクール, 大阪中央ラグビースクール, 高槻ラグビースクール 

大阪工業大学ラグビースクール 

 

【兵庫県15】川西市ラグビースクール, 明石ジュニアラグビークラブ, 伊丹ラグビースクール 

尼崎ラグビースクール, 三田ラグビークラブジュニア, 北神戸ラグビークラブ 

西宮ラグビー少年団, 加古川ラグビースクール, 兵庫県ラグビースクール 

芦屋ラグビースクール, 姫路ラグビースクール,高砂ラグビースクール 

伊川ラグビークラブ, 西神戸ラグビースクール, 西宮甲東ジュニアラグビークラブ 

 

【奈良県 4】大和郡山市少年少女ラグビースクール, キッズラグビーとりみ, 生駒少年ラグビークラブ 

前栽少年ラグビースクール 

 

【和歌山県 1】岩出ラグビースクール 

 

【徳島県 3】鳴門ラグビースクール, 徳島ラグビースクール, 脇町ラグビ―スクール 

 

【香川県 1】さぬきラグビースクール, 

 

【愛媛県 1】松山ラグビースクール, 

 

【岡山県 2】倉敷ラグビースクール, 岡山ラグビースクール 

 

【広島県 2】オール広島、広島県選抜 

 

【山口県 2】宇部小野田ラグビースクール, 山口ラグビースクール 

 

 

※下線ありは合同チーム 

 


