
宝塚ＲＳ・三田ＲＣＪ・西神戸ＲＳ　様

　　
　　　　　　　　　　　　宝塚ＲＳ・三田ＲＣＪ・西神戸ＲＳ・明石JRC交流大会のご案内

　陽春の候、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上げます。
　さて、この度、明石ＪＲＣ主催の交流大会にご参加いただき、有難うございます。
　つきましては、下記の要項で開催いたしますので、よろしくお願いします。

　１．開催日時　　平成２９年４月２３日(日)　朝の挨拶9:10 ※小雨決行。中止の場合は7:00に連絡
　　　　　　　　　　　★9:20　各学年主任コーチ、レフリー担当コーチ打ち合わせ

　２．会　  　場　　三木総合防災公園第３球技場（三木市志染町三津田1708）
　　　　ホームページ http://www.hyogo-park.or.jp/mikisougou/

　３．内　  　容　　宝塚ＲＳ・三田ＲＣＪ・西神戸ＲＳ・明石ＪＲＣの交流大会

　４．注意事項　

　■交流試合について
　①試合方法 ・低学年（幼児・1年・2年）・・・・・5人制

・中学年（3年・4年）・・・・・7人制
・高学年（5年・6年）・・・・・9人制

　②試合時間 ・幼児（８－２－８） ・1年、2年（10－２－10）
・3年、4年（10－２－10） ・5年、6年（10－２－10）
中学生（13）

　■中止判断について
　小雨決行。大雨等で中止する場合は、7時00分頃、各団体に連絡させていただきます。

　■お問合せ先
・明石ＪＲＣ 事務局　山田美希　　携帯090-2017-3238

平成２９年３月

明　石　J　R　C
代表　　山田 賢



＜宝塚RS・三田RＣＪ・西神戸RS・明石JRC交流大会タイムスケジュール＞

【幼児グランド】幼児（８分-2分-８分　ノーロスタイム）得点 得点 レフリー
① 10:00 幼児 西神戸 明石 三田
② 10:30 幼児 三田 宝塚 明石
③ 11:00 幼児 明石 三田 西神戸
④ 11:30 幼児 宝塚 西神戸 三田
⑤ 12:00 幼児 明石 宝塚 西神戸
⑥ 12:30 幼児 西神戸 三田 宝塚
⑦ 幼児

【低学年グランド】 1・2年生（10分-2分-10分　ノーロスタイム） レフリー
① 9:50 2年 西神戸 明石 三田
② 10:15 1年 明石 宝塚 三田
③ 10:40 2年 三田 宝塚 明石
④ 11:05 1年 西神戸 三田 明石
⑤ 11:30 2年 明石 宝塚 西神戸
⑥ 11:55 1年 西神戸 明石 宝塚
⑦ 12:20 2年 西神戸 三田 宝塚
⑧ 12:45 1年 宝塚 三田 西神戸
⑨ 13:10 2年 三田 明石 宝塚
⑩ 13:35 1年 宝塚 西神戸 明石
⑪ 14:00 2年 宝塚 西神戸 三田
⑫ 14:25 1年 明石 三田 西神戸

【中学年グランド】3・4年生（10分-2分-10分　　ノーロスタイム） レフリー
① 9:50 3年 西神戸 明石 三田
② 10:15 4年 西神戸 明石 宝塚
③ 10:40 3年 三田 宝塚 西神戸
④ 11:05 4年 三田 宝塚 明石
⑤ 11:30 3年 宝塚 明石 三田
⑥ 11:55 4年 三田 西神戸 宝塚
⑦ 12:20 3年 三田 西神戸 明石
⑧ 12:45 4年 明石 宝塚 西神戸
⑨ 13:10 3年 西神戸 宝塚 明石
⑩ 13:35 4年 西神戸 宝塚 三田
⑪ 14:00 3年 明石 三田 宝塚
⑫ 14:25 4年 明石 三田 西神戸

【高学年グランド】5・6年生（10分-2分-10分　ノーロスタイム） レフリー
① 9:50 5年 西神戸 明石 三田
② 10:15 6年 三田 宝塚 明石
③ 10:40 5年 三田 宝塚 明石
④ 11:05 6年 西神戸 明石 三田
⑤ 11:30 5年 明石 宝塚 西神戸
⑥ 11:55 6年 西神戸 三田 宝塚
⑦ 12:20 5年 西神戸 三田 宝塚
⑧ 12:45 6年 宝塚 明石 西神戸
⑨ 13:10 5年 三田 明石 宝塚
⑩ 13:35 6年 宝塚 西神戸 明石
⑪ 14:00 5年 宝塚 西神戸 三田
⑫ 14:25 6年 三田 明石 西神戸

【全面グランド】中学生（1３分　ノーロスタイム）
① 15:00 中学
② 15:18 中学
③ 15:36 中学
④ 15:54 中学
⑤ 16:12 中学
⑥ 16:30 中学

※ルールは日本協会平成28年度ミニラグビー競技規則を適用
※水分補給は「水」のみでお願いします。
【ご協力お願い】
１．各チームは、試合開始予定時間の2分前には試合グランド横まで集合してください。
２．閉会式は行いません。ゴミは責任をもってお持ち帰り下さい。
３．球技場内は、コーチ・選手のみ入場できます。
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