
１日目　　　　　　関西ミニ・ジャンボリーラグビー大会２０1６結果

11:00 川西市 富田林 北神戸 Kiwi's 西宮 同志社 高砂 プログレ 尼崎 城陽

得点 45 5 15 50 55 0 20 0 60 0

レフリー

11:27 西神戸 京都西 明石 亀岡 加古川 京都 西宮甲東 山城 伊丹 洛西

得点 0 25 25 5 50 5 40 0 10 5

レフリー

 11:54 高槻 とりみ 吹田 生駒 大阪工大 広島県選抜 みなと 岡山 芦屋 アウル

得点 0 40 60 5 70 0 10 40 0 50

レフリー

12:21 枚方 前栽 八尾 山口 阿倍野 倉敷・美作 東大阪 松山 大阪 オール広島

得点 50 0 25 20 75 0 65 0 35 5

レフリー

12:48 姫路 摂津市 兵庫県 茨木 三田 生野 大阪中央 徳島 花園・布施 さぬき

得点 50 0 10 40 65 0 25 15 15 10

レフリー

13:15 富田林 高槻 北神戸 生駒 同志社 広島県選抜 プログレ みなと 城陽 オール広島

得点 35 15 10 35 55 0 5 40 0 65

レフリー

13:42 西神戸 前栽 亀岡 山口 京都 倉敷・美作 山城 松山 洛西 さぬき

得点 20 35 10 30 15 30 0 65 10 15

レフリー
14:09 摂津市 関 茨木 岩出 生野 鳴門 高砂 岡山 尼崎 大阪
得点 0 35 50 0 15 30 25 ○25 25 5

レフリー
14:36 川西市 とりみ Kiwi's 吹田 西宮 大工大 西宮甲東 東大阪 伊丹 花園・布施
得点 5 30 15 55 15 25 0 90 55 0

レフリー
15:03 京都西 枚方 明石 八尾 加古川 阿倍野 アウル 大阪中央 芦屋 徳島
得点 30 15 10 50 0 35 55 10 15 5

レフリー
15:30 姫路 関 兵庫県 岩出 三田 鳴門
得点 30 5 ○20 20 50 5

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。

試合時間　１1分ハーフ　　　ハーフタイム2分　　　　　試合間隔　3分
レフリーは各チーム1名。ＴＪは試合のチームで行う。

京都 洛西

京都西 城陽 摂津 亀岡

アウル 関西協会

⑧ 姫路 兵庫県 三田

⑥ 八尾

⑦ 高槻

⑪ プログレ

⑩

⑨

西宮甲東 尼崎

芦屋 伊丹

④ 西神戸 明石 加古川

みなと 大阪

枚方 花園・布施

吹田 大阪工大

東大阪 阿倍野

第１コート 第２コート 第３コート

③ 川西市 北神戸 西宮

山口 倉敷・美作

高砂 徳島

松山 さぬき

第４コート 第５コート

岡山 オール広島生野 広島県選抜① とりみ

岩出 鳴門

② 前栽

⑤ 関

大阪中央

同志社 山城 Kiwi's 富田林 茨木


