
                               西ラ協第 31-2号 

平成 26 年 6月 7日 

 

参加出場チーム 様 

関西ラグビーフットボール協会 

理事長 高岡 義伸 

（公印省略） 

 

 

「第８回 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会」について（お知らせ） 

 

梅雨の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

さて、来る 6 月 28 日（土）29（日）開催の「第 8 回関西ミニ･ラグビージャンボリー交

流大会」参加出場に伴う関係書類を送付いたしますので、下記期日までに事務局までお送

り願います。 

 

１．日 時  平成２６年６月２８日（土）２９日（日） 

２．場 所  兵庫県立淡路佐野運動公園（ボールパークあわじ） 

３．開会式  ６月２８日（土）      10：15（チーム受付 9：30～） 

                          （閉会式はおこないません。） 

４．試合時間 ６月２８日（土）      11：00 ～16：10   

              ６月２９日（日）      10：00 ～15：10   

 

＊大会参加申込書について 

 大会参加申込書に必要事項を記入のうえ、所属府県協会 理事長の承認を受けたのち、 

下記あて先へ６月２０日(金)必着にてご送付ください。 

 

※大会参加申込書につきましては、エクセルデータも頂戴いたしたく、お手数ですが 

minirugby@rugby-kansai.or.jp までメールにてご送付下さいませ。 

 

 

 【送付先】  関西ラグビーフットボール協会 

        「第８回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会事務局」宛 

        〒530-0022 大阪市北区浪花町 1-23第 10新興ビル 8階 

               06-6376-0456  Fax06-6376-2577                            



11:00 大阪中央 伏見 茨木 洛西 富田林 京都西 岬・河内長野 前栽 布施 プログレ

得点

レフリー

11:35 東大阪 アウル 枚方 亀岡 八尾 御所 阿倍野 とりみ 高槻 生駒

得点

レフリー

12:10 岡山 みなと オール広島 姫路 周南 兵庫県 岩出 尼崎 大阪 徳島

得点

レフリー

12:45 倉敷 北神戸 広島県選抜 西神戸 瀬田・大津 加古川 さぬき 川西市 山口・宇部小野田 明石

得点

レフリー

13:20 １-①負け １－③負け ２－①負け ２－③負け ３－①負け ３－③負け 花園 松大 生駒 三田

得点

レフリー

13:55 １-②負け １－④負け ２－②負け ２－④負け ３－②負け ３－④負け ４－②負け ４－④負け 徳島 西宮

得点

レフリー

14:30 １－①勝ち １－③勝ち ２－①勝ち ２－③勝ち ４－①負け ４－③負け 松大 高砂 高槻 三田

得点

レフリー
15:05 １－②勝ち １－④勝ち ２－②勝ち ２－④勝ち ３－①勝ち ３－③勝ち ４－①勝ち ４－③勝ち ５－①負け ５－④負け
得点
レフリー
15:40 花園 高砂 大阪 西宮 ３－②勝ち ３－④勝ち ４－②勝ち ４－④勝ち ５－①勝ち ５－④勝ち
得点
レフリー

◎
◎
◎ 担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。

１日目　　　　　　第8回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会　組合せ

試合時間　１３分ハーフ　　　ハーフタイム４分　　　　　試合間隔　5分
レフリーは各チーム1名。ＴＪは試合のチームで行う。

とりみ 西宮

尼崎 三田

⑧ みなと 姫路 川西市

⑨ 松大 徳島 兵庫県

⑥ 伏見

⑦ 北神戸 西神戸 加古川

洛西 京都西

阿倍野 布施

高砂 高槻

花園 生駒

④ 東大阪 枚方 八尾

前栽 大阪

⑤ アウル 亀岡 御所

② 倉敷

③ 大阪中央 茨木 富田林

広島県選抜 瀬田・大津

第４コート 第５コート

岩出 山口・宇部小野田

岬・河内長野 プログレ

第１コート 第２コート 第３コート

さぬき 明石

① 岡山 オール広島 周南



第8回 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 組合せ表

Aブロック Fブロック

14:30 KO 15:05KO
第１コート 第３コート

11:０0 KO 12:10 KO 11:０0 KO 12:10 KO
第１コート 第１コート 第３コート 第３コート

大阪中央 伏見 岡山 みなと 富田林 京都西 周南 兵庫県

13:20 KO 13:20 KO
第１コート 第３コート

Bブロック Gブロック

15:05 KO 15:40 KO
第１コート 第３コート

11:35 KO 12:45 KO 11:35 KO 12:45 KO
第１コート 第１コート 第３コート 第３コート

東大阪 アウル 倉敷 北神戸 八尾 御所 瀬田・大津 加古川

13:55 KO 13:55KO
第１コート 第３コート

Cブロック Hブロック

14:30KO 15:05 KO
第２コート 第４コート

11:00 KO 12:10 KO 11:00 KO 12:10 KO
第２コート 第２コート 第４コート 第４コート

茨木 洛西
オール
広島

姫路
岬・

河内長野
前栽 岩出 尼崎

13:20 KO 14:30 KO
第２コート 第３コート

Dブロック Iブロック

15:05 KO 15:40 KO
第２コート 第４コート

11:35 KO 12:45 KO 11:35 KO 12:45 KO
第２コート 第２コート 第４コート 第４コート

枚方 亀岡
広島県選

抜 西神戸 阿倍野 とりみ さぬき 川西市

13:55 KO 13:55 KO
第２コート 第４コート

Eブロック

Jブロック

15:40:00 KO
第５コート

11:00　KO 12:45:00　KO 11:35 KO 13:20　KO
第５コート 第５コート 第５コート 第５コート

第5コート
14:30　KO

布施 プログレ
山口・宇部

小野田
明石 三田

15:05　KO
第５コート

高槻 生駒



第8回 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 組合せ表

Kブロック Lブロック

12:10 KO 13:55 KO 13:20　KO

花園

14:30  KO
第５コート 第５コート 第４コート 第４コート

松大

　　　　　　　　　　□１日目の成績により２日目の対戦相手を設定（順位グループとする）

　　　　　　　　　　□試合時間１３分ハーフ 　 ハーフタイム４分 　 試合間隔５分

高砂

15:40KO 15:40  KO
第２コート 第１コート

大阪 徳島 西宮


