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東大阪 KINDAIクラブラグビースクール 

 校 長 加藤 様  事務局 宮後 様 

堺ラグビースクール 

 校 長 奥田 様  事務局 宇都宮 様 

 

阿倍野ラグビースクール 

 

 向寒の項、貴スクール益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、平素は弊スクールにご高配を賜り誠にありがとうございます。 

 

さて、この度開催します「３スクール交流会」は、今回グラウンドを提供していただきま

した大阪府立東住吉高等学校ラグビー部 OB会（会長 高内一郎）主催の同校ラグビー部創

部 45周年記念交流親善試合のミニの部として開催させていただきます。 

 当日の日程は次の通りとなりますが、記念 OB親善試合及び記念懇親会へも、指導者の皆

様にもぜひご参加いただきたいと依頼を受けておりますので、ご参加いただけるようでし

たら、当日で結構ですのでお知らせいただければ幸いです。 

 

 なお、ミニの部スケジュール等を併せてお送りさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

スケジュールご案内のお知らせが遅くなり大変申し訳ありませんでした。 

 

記 

「3スクール交流会」日程 

開催：令和元年 11月 10日（日）  会場：堺市立金岡陸上競技場 

 

 8：45 代表者会議 

 9：00 開会式 

 9：45 ミニの部（３スクール交流会）試合開始 

12：00 ミニの部終了 

13：00 高校記念親善試合  東住吉高校 v 都島工業高校 

15：00 OB記念親善試合  東住吉高校OB、登美丘高校 OB、金岡高校 OB 

  16：00 終了 

 

  18：00 記念懇親会  会場：阿倍野アサヒビアケラー 

 

問合せ：阿倍野 RS・前田  090-3727-1199／maeda@abeno-rs.net 

以上  
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「３スクール交流会」金岡球技場 注意事項 

 

 

スケジュール、ゲームについては、交流を主とした大会のため適宜打ち合わせのうえ変更し

ていただいても結構ですが、施設利用の規則、規定は以後の使用借用をさせていただきため

にも厳守していただきますようお願いいたします。 

 

 

（１） グラウンド立ち入り 

・グランド（トラック、外周部含む）へは、生徒、担当コーチのみ立ち入り可です 

保護者他は、スタンドより観戦 

 

・グランド入場は、競技場北側入り口よりおこなってください 

 ※体育館経由、その他経由の入場は、終日不可です 

 

・グランドでの写真撮影 

各スクールの広報として１名の撮影者入場可です 

アップシューズ着用、芝部立入禁止 三脚、一脚使用禁止 

※撮影者は、本部席で「はがき大 ADカード」を受け取ってください 

 交代可能、一度に複数人は入れません 

 

・スパイクのアンツーカー横断は、マット部（２ヶ所）のみ 

 

・グランド芝部分は、スパイク着用 

芝外部までは、アップシューズ可 

 

（２）アップ、トス 

・トラック外周の芝部分のみ 

  次のゲームチーム優先／アップのみ練習不可 

  アンツーカー部での UP禁止 アップシューズでも 

  グランド北側公園内でのアップ禁止 

 

・試合時間外（空き時間）のグランド入り禁止 

 （追加ゲーム設定の場合は、事前協議を行い本部へ報告） 

 

・トスは行いません ※タイムスケジュール下段を確認ください 

 

（３）その他 

・簡易テントの設置可能位置は、別添の通り 

観覧席は不可、観覧席上通路の観覧席側に沿って設置 

 ※風の強い時は設置不可 

 

・当日は、体育館、テニスコートでの行事（催し）が予定されているので 

 駐車場が混み合う可能性があります 

 

・各スクール観戦（待機）位置は、指定していません。 

 試合グランドが学年固定になっていますので、ご都合の良い場所でご覧ください 

  

◎ゴミは、各自お持ち帰りください  来た時より美しく 
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Time
9-2-9 (3)

幼児 1年 2年 3年 5年 4年

グランド A-1 A-2 A-3 B C D

幼児-① １年-① ２年-① ３年-① ５年-① ４年-①

9:45-9:54 堺A　-　東A 阿A　-　東A 東A　-　堺A 東B　-　堺A 阿A　-　東B 東A　-　堺A

9:56-10:05

阿倍野 東大阪 阿倍野 東大阪 阿倍野 阿倍野

幼児-② １年-② ２年-② ３年-② ５年-② ４年-②

10:08-10:17 堺B　-　東B 堺A　-　東B 堺B　-　阿B 東A　-　阿A 阿B　-　堺A 堺B　-　阿B

10:19-10:28

東大阪 阿倍野 東大阪 堺 東大阪 東大阪

幼児-③ ２年-③ ５年-③ ４年-③

10:31-10:40 阿A　-　堺A 阿A　-　東A 東A　-　阿A 阿A　-　東A

10:42-10:51

堺 堺 東大阪 堺

幼児-④ １年-③ ２年-④ ３年-③ ４年-④

10:54-11:03 東A　-　堺B 東A　-　堺A 東B　-　堺B 阿A　-　東B 東B　-　堺B

11:05-11:14

東大阪 東大阪 阿倍野 東大阪 阿倍野

幼児-⑤ １年-④ ２年-⑤ ３年-④ ５年-④ ４年-⑤

11:17-11:26 東B　-　阿A 東B　-　阿A 堺A　-　阿A 堺A　-　東A 東B　-　阿B 堺A　-　阿A

11:28-11:37

堺 堺 東大阪 阿倍野 堺 東大阪

２年-⑥ ５年-⑤ ４年-⑥

11:40-11:49 阿B　-　東B 堺A　-　東A 阿B　-　東B

11:51-12:00

堺 阿倍野 堺

　・前半キックオフ時のサイド、先蹴チーム A-3
　　（赤字・赤矢印） ２年

　・トスは行いません　 右側チーム 右側チーム 右側チーム 

　・前の試合終了までにグランドサイドで待機

A-2 B C D
　・本部への結果（得点）報告は不要です １年 ３年 ５年 ４年

　・ゲームの開始、終了は本部より合図 左側チーム 左側チーム 左側チーム 

A-1
幼児
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