
平成 31 年 2 ⽉吉⽇ 
参加ラグビースクール代表 各位 
 

⼤阪京橋ライオンズクラブ 
会⻑ 杦原 祥⽂ 

 
⼤阪京橋ライオンズクラブ少年少⼥ラグビー交流会 開催について 

 
拝啓 余寒の侯 皆様益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。 
 さて、このたび⼤阪京橋ライオンズクラブの今期メイン事業であります少年少⼥ラグビー教室及び交流戦にご参加をいただき、
誠にありがとうございます。 
普段はお⼦様を応援されている親御様にもラグビーを体験していただき、お⼦様との更なる触れ合いとコミュニケーションになれ
ばと考えております。 
また、ラグビー選⼿の聖地であります東⼤阪花園ラグビー場でトップリーガーと⼀緒にプレイできる凄さを感じてもらい楽しんで頂
ければと思います。 
最後にラグビー教室を通じて FIVES ラグビーの啓蒙活動、ライオンズクラブを知って頂けると幸いでございます。      敬具 
 
⼤会の開催概要、運営上の注意事項、タイムテーブル、その他資料を送付させていただきますので、スクール内でご周知の程、
よろしくお願いします。 
 

記 
【開催⽇時】 平成 31 年 2 ⽉ 24 ⽇（⽇）9 時〜15 時 ※8 時 30 分集合 
    9 時   開会式 
   9 時 30 分〜12 時 ミニラグビー交流会 
  12 時 30 分〜14 時 00 分 タグラグビーイベント（保護者参加） 
  14 時〜15 時  閉会式（記念品贈呈） 
 
【場  所】 東⼤阪市花園ラグビー場 第 1 グラウンド 
 
【参加スクール】 ⼤阪中央ラグビースクール、宝塚ラグビースクール、⼋尾ラグビースクール    ※50 ⾳順 
 
【備  考】 ⾬天決⾏です。⾬天時は参加される⼦どもたちの体調管理に留意をいただき、 
  着替えやタオルなどをご持参いただきますようにお願いします。 
  グラウンド設営及び審判のご協⼒をお願い致します。（タイムスケジュールに記載） 
  試合球は当ライオンズクラブが⽤意いたします。 
 

以上 
問い合わせ先 ⼤阪京橋ライオンズクラブ  

 



8:30集合

前
半 9:30 9:40 ⼤阪中A VS ⼋尾A ⼋尾A VS ⼤阪中A ⼋尾A VS ⼤阪中A 宝塚 VS ⼤阪中A ⼋尾B⑤ VS ⼤阪中B⑤ 宝塚 VS ⼤阪中A

後
半 9:42 9:52

前
半 9:55 10:05 ⼤阪中B VS ⼋尾B ⼤阪中B VS ⼋尾B ⼤阪中B VS ⼋尾B ⼤阪中B VS ⼋尾B ⼋尾A⑤ VS 宝塚⑤ ⼤阪中B VS ⼋尾B

後
半 10:07 10:17

前
半 10:20 10:30 ⼋尾A 宝塚 ⼋尾A 宝塚 ⼋尾A 宝塚 ⼤阪中B⑤ ⼋尾B⑤ 宝塚⑥ ⼋尾⑥ ⼋尾A 宝塚

後
半 10:32 10:42

前
半 10:45 10:55 ⼋尾A VS 宝塚 宝塚⑤ VS ⼤阪中A⑤

後
半 10:57 11:07

前
半 11:10 11:20 ⼋尾B VS ⼤阪中B ⼋尾B VS ⼤阪中B ⼋尾B VS ⼤阪中B ⼋尾B VS ⼤阪中B ⼋尾⑥ VS 宝塚⑥ ⼋尾B VS ⼤阪中B

後
半 11:22 11:32

前
半 11:35 11:45 宝塚 VS ⼤阪中A 宝塚 VS ⼤阪中A 宝塚 VS ⼤阪中A ⼤阪中A VS ⼋尾A ⼤阪中A⑤ VS ⼋尾A⑤ ⼤阪中A VS ⼋尾A

後
半 11:47 11:57

☆試合をしていない選⼿・保護者はスタンドにて観戦。

※開閉式はスタンドで⾏う予定です。

⼤阪京橋ライオンズクラブ交流会 於︓東⼤阪市花園ラグビー場 第⼀グラウンド

北（電光掲⽰板）側
インゴール ⼿前

北（電光掲⽰板）側
インゴール 奥

南側インゴール

Fグラウンド

10分ハーフ・HT2分、⼊替3分 （1年）5⼈制 （幼児）5⼈制 （3年）7⼈制 （4年）7⼈制 （⾼学年）9⼈制 （2年）5⼈制

グラウンド
（9:00〜15:00)

Aグラウンド Bグラウンド Cグラウンド Dグラウンド Eグラウンド

（Ref︓⼋尾）

8:30〜9:15 【開場】グラウンド設営   （設営の妨げにならないように各スクールでウォーミングアップを⾏う）

9:00〜9:15 開会式  ※⻄スタンドで開催  （設営は並⾏・スクール⽣のみウォーミングアップを切り上げて集合）

9:15〜9:25 第1試合のチームのみグラウンドでアップ  （第２試合のチームはアップスペースでアップ、その他のチームは⼀旦スタンドへ退避）

（Ref︓宝塚） （Ref︓宝塚） （Ref︓宝塚） （Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾）

（Ref:⼤阪中）

（Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中）

（Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中） （Ref:⼤阪中）

（Ref︓宝塚） （Ref:⼤阪中）

（Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾）

（Ref:⼤阪中）

（Ref:⼤阪中） （Ref︓⼋尾）

13:00〜14:00 FIVES実施   ※Fグラウンドとアップスペース②で開催

14:00〜15:00
閉会式  ※⻄スタンドで開催

（記念品贈呈）

（Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾）

12:30〜13:00
・北側ゴールポストにて、各チームの記念撮影（宝塚→⼋尾→⼤阪中の順で幼年→1年→2年……→6年の順で撮影する）

  ・南側 Fグラウンドとアップスペース②で、FIVES⽤にグラウンド設営

12:00〜12:30 昼休憩

（Ref︓⼋尾）

（Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾） （Ref︓⼋尾） （Ref︓宝塚）



はカラーコーン設置

Eグラウンド
【⾼学年】

Y35×T60（+IN G 3m×2）

Dグラウンド
【4年】

Y28×T50（+IN G 3m×2）

Fグラウンド
【2年】

Y18×T25
（+IN G 3m×2）

→
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m
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→
2
m
←

→
3
m
←

→
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Cグラウンド
【3年】

Y28×T50（+IN G 3m×2）

アップスペース①

アップスペース②

Aグラウンド
【1年】

Y18×T25
（+IN G 3m×2）

Bグラウンド
【幼児】

Y18×T25
（+IN G 3m×2）

70

100m

担当グランド
宝塚 Ａ+Ｂ
⼤阪中央 Ｃ+Ｄ+アップスペース①
⼋尾 Ｅ+Ｆ+アップスペース②
※各チームに京橋LC3名も配置

注意・お願い事項
①各チーム、ミニコーンとグラウンド設営⽤のヒモ・メジャーをご持参お願います。
②アップシューズ（準ずる運動靴）でお越しください。（選⼿・コーチ・審判はスパイクでOK) ※ヒール・⾰靴ではグラウンドに降りれません。
③使⽤可能トイレ １F 電光掲⽰板下 ２F ⻄スタンド
④喫煙場所 ⻄スタンド１F外 北側のみ
⑤グラウンドへは⻄スタンドの中央階段と北側階段をご利⽤下さい。
⑥安全の都合、第1グラウンド・２階⻄スタンド・北側電光掲⽰板下トイレのみの使⽤になり、それ以外は進⼊禁⽌となっております。
⑦各チーム道具⾞搬⼊1台 役員駐⾞場に停めてください。 保護者及び選⼿の⾞は、近隣有料駐⾞場に停めてください。『ファイブス』について

Ｆ+アップスペース②で⾏います。
※その他エリア（通常のフィールド）には進⼊できません。



⾚丸は近隣有料駐⾞場です。保護者及び選⼿の⾞はこちらにお停めください。

役員駐⾞場 出⼊⼝
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