
平成28年12月10日
京都西RS様　吹田RS様　東大阪RS様

伊丹ラグビースクール
校　　　長 　北薗　浩良
育成会会長 　田中　秀樹

　　　　　　　　　　　２０１７年

～　伊丹ラグビースクール　招待試合　～

　貴団体におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、この度は伊丹ラグビースクール招待試合にご参加いただけるとのこと、大変ありがたく存じます。
　つきましては、下記の通りご案内申し上げます。行き届かないところも多々あると思いますが、有意義な
一日になりますよう皆様のご参加をお待ちしております。

記

１．開催日時　　　２０１７年１月２２日（日）　午前９時～午後１３時３０分
２．場　　所　　　伊丹スポーツセンター　陸上競技場
　　　　　　　　　（伊丹市鴻池字上玉田１－１ 　TEL 072-783-5613)
３．内　  容  　　交流試合
　　　　　　　　　幼児/小学部
４．日　　程　　　　９：００　小学部開会式（開会式１５分前にはお越しください）
　　　　　　　　　　　　　　　※開会式後、学年代表コーチ・レフリーは本部前集合
　　　　　　　　　　９：３０　小学部試合開始
　　　　　　　　　１３：３０　自由解散
５．交通機関　　　車ご利用の場合（別紙参照）　大型バスの場合は、事前にご連絡ください
　　　　　　　　　伊丹スポーツセンター駐車場（有料）がごさいます。
　　　　　　　　　但し、何れも台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご利用ください。
　　　　　　　　　電車、バスご利用の場合
　　　　　　　　　　ＪＲ伊丹駅から市バス「荒牧公園行き」、または
　　　　　　　　　　阪急伊丹駅から市バス「荒牧公園行き」（2番のりば）
　　　　　　　　　　乗車約10分スポーツセンター前下車
６．そ の 他
■交流試合について
　　①試合方法：兵庫県ラグビースクール連盟ミニラグビーのルール
　　②試合時間：小学部　８分ハーフ（８分－２分－８分）
　　③運営上のお願い
　　　・各チーム、試合開始５分前には、該当グランドサイドで待機してトスを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。
■模擬店について
　当スクール育成会が模擬店を出店いたします。
　昼食は試合の合間に、模擬店を利用していただけるとありがたいです。
　準備予定メニュー　おにぎり　１００円　トン汁(うどん入り)　２００円　※価格は変更の可能性があります

■雨天時　　小雨決行しますが、大雨等で中止する場合は、当日午前６時３０分頃、
　　　　　　各団体にご連絡させて頂きます。
　　　　　　担当者様の連絡先を下記アドレスまでお知らせください。

＜お問い合わせ先＞　伊丹ラグビースクール　事務局　  西澤　臣一郎
　　　　　　　　　MAIL　office@itami-rs.jp



２０１７年１月２２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 小学部開会式

1 9:30 9:38 9:40 9:48 1年 京都西 - 東大阪Ａ 京都西 1年 伊丹Ｂ - 吹田Ｂ 伊丹 3年 伊丹 - 吹田 東大阪 5年 伊丹 - 吹田 東大阪 幼児 伊丹 - 吹田

2 9:50 9:58 10:00 10:08 2年 京都西 - 東大阪Ａ 京都西 2年 伊丹Ｂ - 吹田Ｂ 伊丹 4年 伊丹 - 吹田 東大阪 6年 伊丹 - 吹田 東大阪 幼児京都西 - 東大阪

3 10:10 10:18 10:20 10:28 1年 吹田Ａ - 京都西 吹田 1年 東大阪Ｂ - 伊丹Ｂ 東大阪 3年 京都西 - 東大阪 吹田 5年 京都西 - 東大阪 吹田 幼児 吹田 - 京都西

4 10:30 10:38 10:40 10:48 2年 吹田Ａ - 京都西 吹田 2年 東大阪Ｂ - 伊丹Ｂ 東大阪 4年 京都西 - 東大阪 吹田 6年 京都西 - 東大阪 吹田 幼児東大阪 - 伊丹

5 10:50 10:58 11:00 11:08 1年 東大阪Ａ - 伊丹Ａ 東大阪 1年 吹田Ｂ 東大阪Ｂ 吹田 3年 吹田 - 京都西 伊丹 5年 吹田 - 京都西 伊丹 幼児 吹田 - 東大阪

6 11:10 11:18 11:20 11:28 2年 東大阪Ａ - 伊丹Ａ 東大阪 2年 吹田Ｂ 東大阪Ｂ 吹田 4年 吹田 - 京都西 伊丹 6年 吹田 - 京都西 伊丹 幼児 伊丹 - 京都西

7 11:30 11:38 11:40 11:48 1年 吹田Ａ - 東大阪Ａ 吹田 1年 伊丹Ｂ - 吹田Ｂ 伊丹 3年 東大阪 - 伊丹 京都西 5年 東大阪 - 伊丹 京都西 以降、各スクールで調整

8 11:50 11:58 12:00 12:08 2年 吹田Ａ - 東大阪Ａ 吹田 2年 伊丹Ｂ - 吹田Ｂ 伊丹 4年 東大阪 - 伊丹 京都西 6年 東大阪 - 伊丹 京都西 ※レフリーは対戦同士調整

9 12:10 12:18 12:20 12:28 1年 伊丹Ａ - 京都西 伊丹 1年 東大阪Ｂ - 伊丹Ｂ 東大阪 3年 吹田 - 東大阪 京都西 5年 吹田 - 東大阪 伊丹 対戦希望あり

10 12:30 12:38 12:40 12:48 2年 伊丹Ａ - 京都西 伊丹 2年 東大阪Ｂ - 伊丹Ｂ 東大阪 4年 吹田 - 東大阪 京都西 6年 吹田 - 東大阪 伊丹 京都西RS

11 12:50 12:58 13:00 13:08 1年 伊丹Ａ - 吹田Ａ 伊丹 1年 吹田Ｂ 東大阪Ｂ 吹田 3年 伊丹 - 京都西 伊丹 5年 伊丹 - 京都西 吹田

12 13:10 13:18 13:20 13:28 2年 伊丹Ａ - 吹田Ａ 伊丹 2年 吹田Ｂ 東大阪Ｂ 吹田 4年 伊丹 - 京都西 伊丹 6年 伊丹 - 京都西 吹田

グランド整備

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。※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。
※試合数が多い場合は当日調整いたします

レフリー 幼児グランド
前半 後半

NO １，２年　Ｄグランド レフリー ３，４年　Bグランド レフリー ５，６年　Ａグランド１，２年　Cグランド レフリー



　　　　　　　　　　　２０１３年

交通機関 市バスＪＲ伊丹・阪急伊丹両駅前2番のりばから荒牧公園方面行きでス
ポーツセンター前下車すぐ

ホームページ 【伊丹体育施設】http://www.itami-sports.jp/
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ご注意 ・保護者の方は、試合グランドの横手で応援していただけます。
　ただし、ハイヒールはご遠慮ください
・グランドへは上図の通路を通ってお入りください。
・貴重品は必ず携帯してください。置引が発生しております。
・なお、レフリー、コーチ、選手などへのマナーは最低限お守りください。
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