
2008 年 第 6 回 関西大学第一中学校 ラグビーフェスティバル タイムテーブル 
――― 第 2 日目 ＜ 1 月 27 日 （日） ＞ ――― 

 

 

    A グラウンド B グラウンド C グラウンド 

【関関戦】   関西学院中学部Ａ vs 関西大学第一中学校Ａ 
10：00 

 Ref.  関  則之 氏 （関西協会公認） 

関西学院中学部Ｂ vs 関西大学第一中学校Ｂ 
10：50 

 Ref. 中務 幸春 氏 （関西協会公認） 

11：40 ≪関西大学第一高等学校カイザー部によるチアリーディング≫   （終了後は練習グラウンド） 

12：30 開  会  式   （終了後は練習グラウンド） 

 A1 グループＫ B1 グループＫ C1 グループＫ 

13：00 枚方Ａ ― 芦屋Ａ 茨木Ａ ― 東淀川 尼崎Ａ ― 箕面Ａ 

 Ref. 富田林 Ref. 高槻 Ref. 吹田 

 A2 グループＵ B2 グループＵ C2 グループＵ 

13：25 吹田Ｂ ― 富田林 高 槻  ― 芦屋Ｂ 茨木Ｂ ― 尼崎Ｂ 

 Ref. 箕面 Ref. 枚方 Ref. 東淀川 

 A3 グループＫ B3 グループＫ C3 グループＵ 

13：50 吹田Ａ ― （A1 勝者） （B1 敗者） ― （C1 敗者） 枚方Ｂ ― 箕面Ｂ 

 Ref. 茨木 Ref. 芦屋 Ref. 尼崎 

 A4 グループＫ B4 グループＵ C4 グループＵ 

14：15 （B1 勝者） ― （C1 勝者） （A2 勝者） ― （B2 勝者） （A2 敗者） ― （B2 敗者） 

 Ref. 吹田 Ref. 枚方 Ref. 箕面 

 A5 グループＫ B5 グループＵ C5 グループＵ 

14：40 （A1 敗者） ― （B3 勝者） （C2 勝者） ― （C3 勝者） （C2 敗者） ― （C3 敗者） 

 Ref. A3 敗者 Ref. 芦屋 Ref. 高槻 

 A6 グループＫ B6 グループＫ C6 グループＵ 

15：05 （A3 勝者） ― （A4 勝者） （A3 敗者） ― （A4 敗者） （C4 敗者） ― （C5 敗者） 

 Ref. B3 勝者 Ref. B3 敗者 Ref. C4 勝者 

 A7 グループＵ B7 グループＵ C7 グループＵ 

15：30 （B4 勝者） ― （B5 勝者） （B4 敗者） ― （B5 敗者） （C4 勝者） ― （C5 勝者） 

 Ref. C5 勝者 Ref. C5 敗者 Ref. C4 敗者 

16：00 閉  会  式   （表彰式） 

 

※ ゲーム時間 中学生は、1st. 20 分、Half Time 2 分、2nd. 20 分、Interval 8 分、ロスタイムあり です。 

 小学生は、1st. 10 分、Half Time 2 分、2nd. 10 分、Interval 3 分、ロスタイムなし です。 

※ 中学生チームにおきましては、左記チームはベンチ L に、右記チームはベンチ R にお座りください。 
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