
２０１３年１月２７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 伊丹 - 豊中 伊丹 2年 伊丹 - 豊中 伊丹 3年 伊丹 - 豊中 伊丹 5年 伊丹 - 豊中 伊丹 幼児 伊丹 - 豊中

2 9:50 9:58 10:00 10:08 1年 東大阪 - 吹田 東大阪 2年 東大阪 - 吹田 東大阪 4年 伊丹 - 豊中 伊丹 6年 伊丹 - 豊中 伊丹 幼児東大阪 - 吹田

3 10:10 10:18 10:20 10:28 1年 豊中 - 東大阪 豊中 2年 豊中 - 東大阪 豊中 3年 東大阪 - 吹田 東大阪 5年 吹田 - 伊丹 吹田 幼児 豊中 - 東大阪

4 10:30 10:38 10:40 10:48 1年 吹田 - 伊丹 吹田 2年 吹田 - 伊丹 吹田 4年 東大阪 - 吹田 東大阪 6年 東大阪 - 吹田 東大阪 幼児 吹田 - 伊丹

5 10:50 10:58 11:00 11:08 1年 伊丹 - 東大阪 伊丹 2年 伊丹 - 東大阪 伊丹 3年 豊中 - 東大阪 豊中 5年 豊中 - 吹田 豊中 幼児 伊丹 - 東大阪

6 11:10 11:18 11:20 11:28 1年 豊中 - 吹田 豊中 2年 豊中 - 吹田 豊中 4年 豊中 - 東大阪 豊中 6年 豊中 - 東大阪 豊中 幼児 吹田 - 豊中

7 11:30 11:38 11:40 11:48 2年 豊中 - 伊丹 伊丹 2年 豊中 - 東大阪 東大阪 3年 吹田 - 伊丹 吹田 5年 伊丹 - 豊中 伊丹 以降、各スクールで調整

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

9 12:10 12:18 12:20 12:28 2年 豊中 - 吹田 吹田 2年 豊中 - 伊丹 伊丹 3年 伊丹 - 東大阪 伊丹 5年 吹田 - 伊丹 吹田

10 12:30 12:38 12:40 12:48 4年 伊丹 - 東大阪 伊丹 6年 伊丹 - 東大阪 伊丹

11 12:50 12:58 13:00 13:08 3年 吹田 - 豊中 吹田 5年 豊中 - 吹田 豊中

12 13:10 13:18 13:20 13:28 4年 吹田 - 豊中 吹田 6年 吹田 - 豊中 吹田

中学部試合

13 14:00 14:15 中学 豊中 - 吹田

14 14:20 14:35 中学 伊丹 - 豊中

15 14:40 14:55 中学 吹田 - 伊丹

16 15:00 15:15 中学 豊中 - 吹田

13 15:20 15:35 中学 伊丹 - 豊中

14 15:40 15:55 中学 吹田 - 伊丹

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。
中学部 15-(5)

NO １，２年　Cグランド レフリー ３，４年　Bグランド１，２年　Dグランド レフリー レフリー 幼児グランド
前半 後半

レフリー ５，６年　Ａグランド


