
　　　第２５回東大阪市　ラグビーカーニバル　7’S要項

参加チーム　
　　 　    　大学・ｸﾗﾌﾞ他　８チーム
　　　    　　近畿大･大商大・トライリーグ(東大阪ﾉｰｻｲﾄﾞ･all Kindai Family・大阪ｴﾚﾌｧﾝﾂ)
               スクール指導員選抜･中学指導員・高校指導員合計8チーム

タイムテーブル ①～⑧ 5分1分5分　⑨　7分2分7分
開始 14:00～終了16:16予定

　

大学・ｸﾗﾌﾞ・指導員カテゴリー（改案）

    ⑨

　　  ⑤ 　　　⑦

　　　　 　　① 　　　　　　 ②              ③ 　　　　　   ④

ノーサイド 　　　　大商大　　all Kindai f      中学指導員　エレファンツ 　ｽｸｰﾙ指導員  高校指導員 　　　　近畿大

(金ｘ黒) 　　　　　(ﾌﾞﾙｰ) (ﾋﾟﾝｸ) (ｵﾚﾝｼﾞ)  　  (金） (   )    (    )          (ｴﾝｼﾞ)

　　　⑥ 　　　⑧

事前に使用ジャージ色(有れば1～3迄)等々の調整
ローカルルールの決定（別紙）
スタッフ
Ref　　　名
タイムキーパー　２名兼任
記録　　　　　　　 ２名  々
アナウンス　　　 ２名   々
競技　　　　　　　 ２名  々

ＫＯ時間(予定)   西ｻｲﾄﾞ(本部より左)    東ｻｲﾄﾞ(本部より右) Ｒｅｆ ＴＪ ＴＪ ＴＫ/ｱﾅｳﾝｽ 記録/競技

①14：00～14：11 ﾉｰｻｲﾄﾞ(金ｘ黒) 大商大(ﾌﾞﾙｰ)　　 高校指 ｴﾚﾌｧﾝﾂ ｽｸｰﾙ指

②14：15～14：26 ＡＫＦ(ﾋﾟﾝｸ) 中学指導員(ｵﾚﾝｼﾞ) 河井 高校指 近大

③14：30～14：41 ｴﾚﾌｧﾝﾂ(金) ｽｸｰﾙ指導員(　) 山本 ﾉｰｻｲﾄﾞ 大商大

④14：45～14：56 高校指導員(　) 近畿大(ｴﾝｼﾞ)　　 川口 ＡＫＦ 中学指

⑤15：00～15：11 ①勝者      ②勝者　　　　 高校指 ③勝者 ④勝者

⑥15：15～15：26 ①敗者            ②敗者　　　　 河井 ③敗者 ④敗者

⑦15：30～15：41 ③勝者      ④勝者　　　　 藤守 ①勝者 ②勝者

⑧15：45～15：56 ③敗者       ④敗者　　　　 高島 ①敗者 ②敗者

⑨16：00～16：16 ⑤勝者       ⑦勝者　　　　 河井 川口 BOLTS



第２５回東大阪市　ラグビーカーニバル　7’S開催(ﾛｰｶﾙﾙｰﾙ案)

 
 試合時間は決勝以外①～⑧は5分1分5分とする
 決勝⑨のみ7分-2分-7分
 各試合タイムキーパーは試合時間経過時に合図（ブザー音）を入れる
 合図後試合止まれば（ペナルティー他以外）その時点でﾊｰﾌﾀｲﾑorﾉｰｻｲﾄﾞとする

 参加チームのジャージ色をカラーバッティングの無い様事前調整する

 大学・クラブ他カテゴリーは出来る限りヘッドキャップ・マウスガードの着用をする事
 負傷に関しては応急処置は行いますが、それ以後は各チーム責任でお願い致します

 1チームは7名以上15名以内で選手入れ替えは競技員にアウト選手番号を申告する
 試合が止まれば（ペナルティー他以外）速やかに入り、アウト選手は速やかに退出する
 *但し負傷時はこの限りで無い
 *一旦退出した選手も負傷以外は再出場を認める（多選手のプレーする事を希望する）
 各チームｾﾌﾃｨｱｼｽﾀﾝﾄ(ﾒﾃﾞｨｶﾙ)1名出す事
 指定試合のＴＪ(信頼出来る者)を1名出す事

 前試合キックオフ時に本部前にてトスを行う。決定したサイド側に前試合終了後
 直ちに試合準備すること。リザーブ他は10ｍﾗｲﾝのﾄﾗｯｸ内の人工芝内に待機する
 尚、試合が同点の場合は試合後本部前で抽選を行う（①～⑤⑦のみ）

 アップはトラック内はアップシューズのみ。スパイク着用はトラック外側の土部分のみ
 インゴール・インゴール後の芝生部分のアップは不可

 試合チームリザーブ選手・スタッフはトラック内の10mライン付近に敷いている
 人工芝カーペット内で待機の事 水係も同様とする

 ゴールキックはトライ地点15ｍライン以内は通常通り。15ｍラインより外側は15ｍライン
 延長上でドロップキックで行う

ノーコンテストスクラムで行う。ｽｸﾗﾑﾊｰﾌがﾊﾟｽｱｳﾄ･ｷｯｸ･ｻｲﾄﾞ攻撃する迄ﾁｬｰｼﾞしない

クイックスローインは芝生内第3者に触れない場合のみ認める
トラックに入った場合はデッド。プレーヤーはボールを取りにいかない事

 試合前にブリーフィング・ドレスチェックは行いません。Refに無用の抗議や、著しく不当
 なスタイルは避けて下さい

 他ルールは競技規則通りとする

当日13：00より各ﾁｰﾑ代表者並びにＲｅｆ・ＴＪの方はミーティングを本部横にて行います
ご参加宜しくお願い致します



エントリー表

幼児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 6年
花園RS 1 1 1 1 1 1 1
布施RS 1 1 1 1 1 1 1
東大阪RS 1 1 1 1 1 1 1
大工大RS 1 1 1 1 1 1
みなとラグビークラブ 1 1 1 1 1 1 1
京都KIWIS 1 1 1 1 1

4 6 6 6 6 6 5
京都KIWISサポート必要

（連絡事項）
・スクールは開会式  8：30 に参加して下さい。（整列は待機スタンドをそのままグランドへ出たかたちでお願いします。）

・スクール代表者会議を開会式終了後に本部前で行います。

・駐車場は周辺パーキングをご利用下さい。バスでお越しの際は事前にご連絡お願い致します。

・カーニバルを盛り上げる為、模擬店を東大阪市内３スクール、トライリーグ、ノーサイドクラブなど
　が出店してますのでお買い求め宜しくお願い致します。（多目的出入り口階段下）

・中学生・高校生が噴水公園でダンスなどを行ってますのでご観覧ください。

・抽選会の抽選券は当日各スクールに配布致します。

（注意事項）
・トスはグランドで行います。入れ替え時間が短い為、対戦相手への礼はなしでお願いします。

・連続試合は対戦相手、レフリーとの話し合いで生徒の体調に合わせ無理のない様にお願いします。（例：ハーフのみ等）

・アップはアンツーカーより外の土又は芝の上でお願いします。

・グランド内（芝の上）には座らない様にお願いします。

・芝の上には給水ペットボトルやメディカル等の道具は置かない様にお願いします。

・グランド内は水のみ給水可能です。（スポーツドリンク等は禁止）

・アンツーカーを横断する時はマットの上を通行お願いします。

・ゴミは各自、各スクールで持ち帰り来た時よりも綺麗にして帰りましょう。
　（東大阪市ラグビーフットボール協会スローガン）

・レフリーの資格は問いません。正しい服装でお願いします。（スクールジャージ可）

・撮影者は各スクール２名、腕章をお渡し致します。（グランド内スパイク着用）

・タッチジャジはアシスタントレフリーとしチームへの助言は禁止とします。

・花園第３グランド（多目的グランド）は終日禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。

マナーを守って楽しいカーニバルにしましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ090-9620-4470

　第２５回東大阪市ラグビーカーニバル2015/3/15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お問い合わせ先）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東大阪市ラグビーフットボール協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平野　幾生



花園第３グランド（多目的グランド）

9分Ｘ2分Ｘ9分　入れ替え3分

10：10 -10：19 １年 ６年

花園 大工大 東大阪 KIWIS 布施 みなと 花園 大工大 東大阪 KIWIS 布施 みなと 東大阪 みなと

10：21-10：：30 布施 花園 東大阪 布施 花園 東大阪

10：33- 10：42 １年 ６年

東大阪 KIWIS 花園 大工大 東大阪 KIWIS 東大阪 みなと 花園 大工大 東大阪 KIWIS 布施 花園

10:44 - 10:51 花園 布施 花園 花園 布施 花園

10：54 - 11：03 １年 ６年

布施 みなと 布施 みなと 花園 大工大 布施 大工大 布施 みなと 花園 大工大

11：05 - 11：14 東大阪 東大阪 布施 東大阪 東大阪 布施

11：17 - 11：26 １年 ６年

花園 KIWIS 花園 KIWIS 東大阪 みなと 花園 KIWIS 東大阪 みなと みなと 布施

11：28- 11：37 大工大 大工大 KIWIS 大工大 KIWIS

11：40- 11：49 １年 ６年

東大阪 みなと 東大阪 みなと 布施 大工大 花園 みなと 東大阪 みなと 布施 大工大 東大阪 花園

11:51-12：00 KIWIS KIWIS みなと 大工大 KIWIS みなと

12：03 - 12：12 １年 ６年

布施 大工大 布施 大工大 花園 KIWIS 東大阪 大工大 布施 大工大 花園 KIWIS

12：14-12：23 みなと みなと 大工大 みなと みなと 大工大

12：26 -12：35 １年 ６年

花園 みなと 花園 みなと 東大阪 大工大 布施 みなと・工大合同 花園 みなと 東大阪 大工大 布施 東大阪

12：37- 12：46 布施 布施 花園 東大阪 布施 花園

12：49 -12：58 １年

東大阪 大工大 布施 KIWIS 布施 KIWIS 東大阪 花園 布施 KIWIS 布施 KIWIS みなと 花園

13：01- 13：10 花園 東大阪 東大阪 東大阪 東大阪

13：13 -13：22 １年 ６年

布施 KIWIS 東大阪 大工大 花園 みなと 布施 みなと 東大阪 大工大 花園 みなと

13：24- 13：33 東大阪 花園 布施 花園 花園 布施

・トスは試合前にグランドで行います。

・レフリーの結果報告はありません。

・子供の体調を優先し対戦チームとの話合いで無理をせず試合を行なって下さい。

・選手、コーチ、関係者以外はグランドには入れません。保護者観戦はスタンドでお願いします。

・アップはアンツーカーより外の土又は芝の上でお願いします。

・グランド内（芝の上）には座らない様にお願いします。

・芝の上には給水ペットボトルやメディカル等の道具は置かない様にお願いします。

・グランド内は水のみ給水可能です。（スポーツドリンク等は禁止）

・アンツーカーを横断する時はマットの上を通行お願いします。

・コーチ、待機生徒の観戦は南北でお願いします。グランドサイド（メイングランドインゴール）からの観戦は禁止です。

・ゴミは各自、各スクールで持ち帰り来た時よりも綺麗にして帰りましょ　（東大阪市ラグビーフットボール協会スローガン）

・タッチジャジはアシスタントレフリーとしチームへの助言は禁止とします。

・レフリーの資格は問いません。正しい服装でお願いします。（スクールジャージ可）

・花園第３グランド（多目的グランド）施設内は終日禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。
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　　第２５回東大阪市ラグビーカーバル　　2015/3/15　

　　ＴＬ 22ｍ 　ＨＬ 22ｍ 　　　　　　　　ＴＬ

西側インゴール（Eコート）　南側 西側インゴール（Fコート）　北側 A



西側インゴール 東側インゴール

西 東

第２５回東大阪市ラグビーカーニバル　2015/3/15

北

　　　22m HL 　22m

花園第３グランド（多目的グランド）

 

D

東大阪 京都KIWIS みなと

幼児

本部

入

口

一般のお客様の来場されますので座席は譲りあって使用して下さい。

南

F

E

大工大

CBA

布施 花園


