
2018年4⽉30⽇確定

10minハーフ
前半-HT-後半

9-2-9
試合間:3min

東淀川A vs 箕⾯A 茨⽊A vs 箕⾯A 豊中B2 vs ⾼槻B 吹⽥B ｖｓ 摂・天B 吹⽥A ｖｓ ⾼槻A ⾼槻B ｖｓ 箕⾯B
R: ⾼槻A R: 吹⽥A R: 箕⾯B R: 豊中B R: 東淀川A R: 吹⽥B

茨⽊A vs 吹⽥A 吹⽥B vs 豊中B 吹⽥A1 vs 箕⾯A 箕⾯A ｖｓ ⾼槻A 吹⽥B ｖｓ 箕⾯B 吹⽥A ｖｓ 箕⾯A
R: 豊中A R: 東淀川B R: 豊中A R: 茨⽊A R: 摂・天B R: 茨⽊A

吹⽥B vs 摂・天B ⾼槻B vs 箕⾯B 吹⽥B vs 豊中B 豊中B ｖｓ 箕⾯B 茨⽊A ｖｓ 箕⾯A 摂･天B ｖｓ 東淀川B
R: 箕⾯B R: 豊中B R: 東淀川B R: 吹⽥B R: ⾼槻A R: 箕⾯B

⾼槻A vs 豊中A 東淀川B vs 箕⾯B 摂・天B vs 茨⽊B 東淀川A ｖｓ 吹⽥A2 豊中A ｖｓ 東淀川A 茨⽊A ｖｓ 豊中A
R: 吹⽥A R: 吹⽥B R: 豊中B1 R: ⾼槻A R: 茨⽊A R: 箕⾯A

豊中B vs 箕⾯B 豊中A vs 東淀川A 吹⽥A2 vs ⾼槻A 茨⽊A ｖｓ 吹⽥A1 吹⽥B ｖｓ 摂・天B 吹⽥B ｖｓ 豊中B
R: 摂・天B R: 摂・天A R: 茨⽊A R: 東淀川A R: 箕⾯B R: 東淀川B

摂・天A vs 豊中A 摂・天A vs ⾼槻A 豊中B1 vs 箕⾯B 豊中A ｖｓ ⾼槻A 吹⽥A ｖｓ 茨⽊A ⾼槻A ｖｓ 箕⾯A
R: 箕⾯A R: 茨⽊A R: 吹⽥B R: 吹⽥A1 R: 箕⾯A R: 豊中A

茨⽊A vs ⾼槻A 東淀川B vs 吹⽥B 茨⽊A vs 東淀川A 摂･天B ｖｓ 豊中B ⾼槻A ｖｓ 豊中A 箕⾯B ｖｓ 東淀川B
R: 豊中A R: ⾼槻B R: ⾼槻A R: 箕⾯B R: 吹⽥A R: ⾼槻B

吹⽥A vs 箕⾯A 茨⽊A vs 吹⽥A 豊中B2 vs 吹⽥B 箕⾯A ｖｓ 吹⽥A2 摂・天B ｖｓ 箕⾯B 吹⽥A ｖｓ 豊中A
R: 摂・天A R: 東淀川A R: 茨⽊B R: 豊中A R: 吹⽥B R: ⾼槻A

東淀川A vs 吹⽥A 吹⽥B vs 箕⾯B 吹⽥A1 vs 豊中A 吹⽥B ｖｓ 箕⾯B 東淀川A ｖｓ 箕⾯A 豊中B ｖｓ ⾼槻B
R: 箕⾯A R: 豊中B R: 箕⾯A R: 摂・天B R: 豊中A R: 摂・天B

茨⽊A vs 豊中A 東淀川B vs 豊中B 摂・天B vs ⾼槻B 茨⽊A ｖｓ 東淀川A 豊中A ｖｓ　 吹⽥A1 茨⽊A ｖｓ ⾼槻A
R: 東淀川A R: 箕⾯B R: 豊中B2 R: 吹⽥A2 R: 箕⾯A R: 吹⽥A

豊中B vs 摂・天B ⾼槻A vs 箕⾯A 吹⽥A2 vs 茨⽊A 摂･天B ｖｓ 吹⽥B
R: 吹⽥B R: 豊中A R: 東淀川A R: 豊中B

⾼槻A vs 箕⾯A ⾼槻B vs 豊中B 茨⽊B vs 箕⾯B
R: 茨⽊A R: 箕⾯B R: 摂・天B

吹⽥B vs 箕⾯B 東淀川B vs 箕⾯B 箕⾯A vs 豊中A 吹⽥A ｖｓ ⾼槻A
R: 豊中B R: 吹⽥B R: 吹⽥A1 R: 茨⽊A

茨⽊A vs 摂・天A 豊中A vs 吹⽥A 吹⽥B vs 豊中B1
R: ⾼槻A R: 箕⾯A R: ⾼槻B

豊中A vs 箕⾯A 摂・天A vs 東淀川A 東淀川A vs ⾼槻A
R: 吹⽥A R: ⾼槻A R: 吹⽥A2

作成　天王⼭RS

28m 24m 24m 18m 18m 14m

第３９回 北摂⼤会ラグビースクール⼤会　タイムテーブル（案）
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

6年⽣、5年⽣ 5年⽣、4年⽣ 4年⽣、3年⽣ 2年⽣ 1,2年⽣ 幼年

9:30-9:50 開会式
1 10:00-10:09

10:11-10:20

6年① 4年① 3年① 2年① 1年① 幼年①

2 10:23-10:32
10:34-10:43

6年② 5年① 3年② 2年② 1年② 幼年②

1年③ 幼年③

4 11:09-11:18
11:20-11:29

6年④ 4年④ 3年③ 2年④ 1年④ 幼年④

3 10:46-10:55
10:57-11:06

6年③ 5年② 4年② 2年③

1年⑤ 幼年⑤

6 11:56-12:05
12:07-12:16

5年③ 4年⑤ 3年⑤ 2年⑥ 1年⑥ 幼年⑥

5 11:32-11:41
11:44-11:53

6年⑤ 4年③ 3年④ 2年⑤

1年⑦ 幼年⑦

8 12:42-12:51
12:53-13:02

5年⑥ 4年⑥ 3年⑦ 2年⑧ 1年⑧ 幼年⑧

7 12:19-12:28
12:30-12:39

5年⑤ 5年④ 3年⑥ 2年⑦

1年⑨ 幼年⑨

10 13:28-13:37
13:39-13:48

6年⑦ 4年⑧ 3年⑨ 2年⑩ 2年⑪ 幼年⑩

9 13:05-13:14
13:16-13:25

6年⑥ 4年⑦ 3年⑧ 2年⑨

5年⑨

幼年⑪

12 14:14-14:23
14:25-14:34

6年⑨ 5年⑦ 3年⑪ 【イベント】幼年ミックスマッチ

11 13:51-14:00
14:02-14:11

6年⑧ 4年⑨ 3年⑩

第4、第5グランドをサイズ変更
24m×50m

16:00-16:20 閉会式

15:23-15:32
15:34-15:43

5年⑩ 4年⑪ 3年⑭

【イベント】幼年ミックスマッチ

14 15:00-15:09
15:11-15:20

5年⑨ 4年⑩ 3年⑬

15

13 14:37-14:46
14:48-14:57

6年⑩ 5年⑧ 3年⑫


