
2016 年 9 月 

西神戸ラグビースクール秋季交流戦のご案内 

この度は当スクール秋季交流戦にご参加いただきありがとうございます。 

下記の要領で実施いたしますので、ご協力いただきたくお願い申し上げます。 

 

１．日時 2016 年 10 月 10 日（月・祝）９：１０開会式 

２．会場  三木防災公園 第 2・第 3 球技場（三木市志染町三津田 1708） 

３．内容 

■参加クラブ ・徳島ラグビースクール 

・川西市ラグビースクール 

・三田ラグビークラブジュニア 

・西神戸ラグビースクール 

■交流試合について（スケジュールは別紙） 

【試合方法】  

・低学年（幼児・1 年、２年）    5 人制  ６分ハーフ前後半 

・中学年（3 年、4 年）   7 人制  ８分ハーフ前後半 

・高学年（5 年、6 年）    9 人制  ８分ハーフ前後半 

※レフリーは試合結果を本部へ報告願います。 

■注意事項 

・天然芝・人工芝グランドへの入場は選手とコーチ、撮影係（各学年 2 人）でお願い

します。 

・アップは人工芝グランドでお願いします。（9:00 から使用可能） 

・グランド内での水分補給は「水」でお願いします。 

・昼食は各自でご準備ください。 

■■■■グランド管理者からの厳重注意事項グランド管理者からの厳重注意事項グランド管理者からの厳重注意事項グランド管理者からの厳重注意事項    

・アシスタントレフリーはスパイク禁止 

・弁当箱のゴミは必ず持ち帰りください。（遊戯スペースのゴミ箱も利用不可） 

・喫煙は指定場所でお願いします。（灰皿は各自で持参してください） 

・駐車場枠外の車は退去してもらいます。 

・通路でのボール遊び禁止 

■中止判断について 

大雨等で中止する場合は、当日 6:30 頃、各団体に連絡させていただきます。 

■緊急連絡先 

 ・石原（090-9098-3994）、井上（090-7961-7994） 

以上 



【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】

≪クラブハウス利用の注意点≫

・正面入口から入る場合はスパイクを脱ぐ

・スパイクを履いたままトイレに行く場合は左右の通路（左通路男性・右通路女性）を使用

≪グランド利用についての注意点≫

・ご父兄の観戦は天然芝Ｇ・人口芝Ｇ　ネットフェンスに囲まれた外側から

・グランド内の水分補給は水のみ

・アップは人工芝Ｇの指定場所

・天然芝Ｇでのアップは禁止。

・グラウンド内での飲食は厳禁

・たばこの喫煙は当スクールの指定場所で

≪試合についての注意点≫

・全試合ロスタイムなしで進行

・レフリーは指定したスクールが担当、アシスタントレフリーは対戦双方で担当

・アシスタントレフリーはスパイク禁止

・試合結果については本部席（天然芝内）に報告



10/10（祝）　西神戸交流試合　スケジュール　　　　場所：三木防災公園

開始時刻

8:30

9:00

9:10

9:15

場所

10:00 川西市 - 三田A 三田 - 西神戸A 三田 - 西神戸 川西市 - 徳島

10:20 西神戸A - 三田B 三田A - 西神戸A 川西市 - 徳島 西神戸 - 三田

10:40 三田A - 西神戸A 西神戸B - 川西市 徳島 - 川西市 西神戸 - 三田

11:00 川西市 - 三田B 徳島 - 川西市 西神戸 - 三田 川西市 - 徳島

11:20 西神戸B - 三田A 川西市 - 西神戸A 川西市 - 三田 徳島 - 三田

11:40 西神戸A - 川西市 西神戸B - 三田B 川西市 - 西神戸 徳島 - 西神戸

12:00 三田B - 西神戸B 西神戸B - 三田 西神戸 - 徳島 西神戸 - 川西市

12:20 三田A - 徳島 徳島 - 三田 三田 - 川西市

12:40 川西市 - 三田 三田 - 徳島 徳島 - 西神戸

13:00 西神戸A - 川西市 三田 - 川西市 西神戸 - 川西市

13:20 徳島 西神戸B 西神戸 - 川西市 三田 - 川西市

13:40 川西市 - 三田B 西神戸 - 徳島 三田 - 徳島

※レフリー： 対戦表　左側に記載のチーム

※アシスタントレフリー　：　両チームより

※アップは人工芝でお願いします。

西神戸　準備係集合

各スクール集合

開会式

各スクール学年代表者集合　（レフリー打合せ、学年毎のレフリー、選手人数調整）

幼児コート（６－２－６） 低学年コート（６－２－６） 中学年コート（８－２－８） 高学年コート（８－２－８）

幼稚園 1年 2年 3年 4年 5年

内容

人工芝 天然芝

開始時刻

6年



■球技場横駐車場

(不足の場合は臨時駐車場へ)

三田、川西市、徳島

西神戸の荷物運搬車

■中央芝生広場駐車場

西神戸 一般車両

天然芝（第一グランド）

人工芝（第三グランド）

コート配置

アップスペース

クラブハウス

三田 川西市 徳島 西神戸

高学年

中学年

低学年

幼児

待機スペース

本部

球技場横 駐車場

三田、川西市、徳島および

西神戸の荷物運搬車用

フットサル側駐車場は利用

不可のため、一部区画を分

割しています。

フットサルコート

利用不可

通

路

遊

厳

禁

喫煙場所

スパイクの場合、両サイド

の出入り口のみ利用可

■コート配置及び注意事項

○施設利用スケジュール概略

・８：３０～　 準備

・１０：００～１４：００ 試合

・１４：００～　 撤収

○注意事項

・ゴミは必ず持ち帰る。（施設内ゴミ箱に弁当のゴミを捨てない）

・喫煙の際、灰皿は各自で準備すること

・通路でのボール遊び禁止

・駐車場枠外の車は退去

・アップは人工芝グランドで行う。

・タッチジャッジはスパイク禁止

・グランド内の水分補給は「水」のみ

■駐車場利用の注意

天然芝（第二グランド）

使用できません

喫煙場所


