
第 35 回大阪南地区大会 大会概要 

 

【大会概要】 

主催：堺市ラグビーフットボール協会 

後援：大阪府ラグビーフットボール協会 

主管：大阪南地区大会実行委員会  （第 35 回幹事校大阪ラグビースクール） 

開催：令和 2 年 11 月 15 日（日） 

会場：J グリーン堺 Ｓ１１・Ｓ１２・Ｓ１３グランド スポーツ広場 

 

今年度はコロナウイルス感染症対策といたしまして 

午前の部、午後の部にチームを分けて開催いたします。（今年度は開会式は行いません） 

 

【日程】 

 

午前の部 

大阪ＲＳ 大阪中央ＲＳ 河富岬合同 

東大阪 KINDAI クラブＲＳ みなとＲＳ 阿倍野 RS 

 

８：１５ チーム受付 

８：３０ 代表者会議 

９：００ グラウンド設営   担当スクール S11 河富岬 S13 大阪中央 

１０：００ 試合開始 

１１：３７ 試合終了 

１２：００ 待機場所撤収完了 

 

午後の部 

生野 RS 堺 RS 花園 RS 布施 RS 南大阪 RS 八尾 RS 

 

１２：３０ チーム受付・会場入場 

１２：３０ 代表者会議 

１３：１５ 試合開始 

１５：０２ 試合終了 

１５：００ S11・S13 撤収 

１５：３０ S12 撤収 

 

専任レフリーの方は該当試合 3０分前に S12 本部前にてチェックを受けていただきます。 

専任タイムキーパーの方は９時半に S12 本部前までお願いいたします。 



【参加費】 

 １チーム 10,000 円 ただし、合同チーム（河内長野・富田林・岬）は、 

各スクール 5,000 円 当日、代表者会議前に徴収します  

 

【悪天等中止時の連絡】  

当日午前６時を目処に、各スクールへ連絡します 

各スクールのご担当者様へメールでご案内いたします。 

 

会場見取り図 

 

 

S11 グラウンド  リーダー校 河・富・岬合同 

幼児・１年・２年 

S12 グラウンド  幹事校 大阪 RS 

5 年・6 年 

S13 グラウンド  リーダー校 大阪中央 RS 

３年・４年 

 

赤色で囲っている部分に待機場所を設営することができますが 

各グランド本部付近はリーダー校の陣地といたしますので各スクールご留意お願いいたします。 

また、スクール同士、間隔をあけていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 



注意事項および連絡事項  

 

【大会への参加について】 

 ・参加スクールは、選手、指導者以外、観戦者の行動も含めて、大会運営に協力お願いします  

・大会中に発生した負傷については、応急処置の他は責めを負いません  

・試合待ち時間の選手（特に低学年）の行動に注意してください  

・備品、貴重品については各スクールで管理、保管してください 

 ・ゴミ、空き缶等の後始末と、持ち帰りをお願いします（持ち込み物は場内ゴミ箱へ入れず持ち帰り） 

 ・会場内は所定喫煙場所以外禁煙です 

 

 【緊急対応について】  

◆救急要請  

・救急（車）要請は、各グランドドクターまたは責任者の判断で、状況が判る人が行ってください 

 要請後、直ちに大会本部 S12（大阪 RS）へ連絡ください  

◆落雷避難  

・落雷の危険性があり避難する場合は、近いクラブハウス内に入ってください 

 ◆今年度はロッカールームは貸し切りでなく、全開放になっております。 

  

【試合について】 

 ◆準備 

・服装 協会主催大会ではありませんが、基本的な規則は協会主催大会に準じます  

・男子選手のタイツ型スパッツは禁止します（女子は可） 

・選手の半袖ジャージ下の長袖アンダーシャツ着用は可とします （合同、コンバインドチームを除き、

極力統一したユニフォームを着用してください） 

・レフリーは、ジャージ、半パン、ストッキング（タイツ型スパッツ可）を着用してください タッチジ

ャッジ、低学年後見コーチは、レフリーに準ずるスタイルとし、防寒ウェアーの着用は可  

バッグ、帽子、サングラスの着用はしないでください  

・グランド内は、固定式スパイク、またはアップシューズのみ可  

・ドレスチェックは行いませんので、各スクールの責任においてチェックをお願いします  

◆グランド入場 

・トス・試合中 ・グランド入場は、選手、指導者、運営スタッフのみ  

・前の試合のハーフタイムでのエントリー及びトスは行いません 

・選手、レフリーは、前の試合が終了し、空いてから（キックオフ５分前）にグランド横で待機すること 

・レフリーの指示で入場してください。 

・レフリーは、両チームが揃った時点（待機時でも可）で、トスを行う  

・グランド内持ち込み飲料は、水のみ  

・AR（タッチジャッジ）は、レフリーのアシスタントとして、チームへの指示、不要なグランド内への 

侵入をしないでください 



 

◆試合前アップ・試合後  

・アップは、アップ会場のみ可能です（通路でのアップ、バスロータリ北側広場でのボール使用禁止）  

・前の試合の時間帯にスポーツ広場でのアップは禁止です（試合前は、試合グランドのアップ場使用）  

・試合後の整列挨拶の後は、直ちにグランドから退出（相手ベンチ挨拶、グランド内ミーティング不可）  

・第一試合、休憩後の試合チームは、キックオフ 15 分前から試合グランドでのアップ可 （ボール以外

は、グランドへ持ち込まない）  

・レフリーは、試合結果を各グランド本部へ報告（得点は、トライ数*5 点に統一してください）  

・グランド空き時間のグランド内立ち入り禁止（アップ、練習不可）  

【観戦について】  

・コロナウイルス感染症の対策として、選手、レフリー、AR 以外はマスクを着用してください。 

・大きな声での応援は基準等はございませんが、なるべくお控えください。 

・当該試合出場の選手、指導者及び大会関係者以外はグランドに入れません （観戦者は防球ネットの外

側でお願いします。ネット内への入場は厳禁）  

・観戦時に、ネットに手を掛けない（触れない）、ネットにもたれない、ネットの下部（ワイヤー）を 踏

まない  

◆テント設置、待機場所について  

・テント設営及び荷物置き場は、観戦スペース確保のためネットから１m 区間（コンクリート部分） に

設置しない（外側の土部分に設置する）  

・横断幕、旗の防球ネット部及び植栽樹木（控え支柱）への取り付け設置は禁止します （テント等への

くくりつけ、三脚を使用してください）  

 

グランド立ち入り、周辺場所の利用  

※ 保護者・指導者の皆さんに回覧をお願いします 

 ●グランドへ入れるのは、 ① 試合のある選手、指導者 ② マッチオフィシャル（レフリー等） ③ 大

会運営スッタフのみ  

●グランドへはスパイク（樹脂底）または、アップシューズ着用必要 

● 一般観戦者はネットの中は入れません  

● 通路（舗装部分）に荷物を置かない ミーティング等で集まり通行の妨げにならない  

● グランド以外でのボール使用禁止（通路、植栽部で使用しない）  

【S 6・7・8】  

■タープ・テントの設置 ・ネット周辺の「土の部分」のみ設置可  

■ネット周りの「コンクリート部」は観戦場所とする ので、シート敷や、荷物を置かない  

■横断幕・旗の設置 ・ネット面（ネット、ワイヤー、コンクリート柱）に 設置しない  

・樹木、支え丸太に、固定しない ・設置したタープ・テントへ取り付け、または三脚等 を使用  

■ネットに触れない、もたれない、踏まない 

記：大阪 RS・石井 kagemane240053@ezweb.ne.jp 

 090-8203-8147 

mailto:kagemane240053@ezweb.ne.jp


S-11グランド 　幼児・1年生・2年生　（リーダー：　河内長野・富田林・岬ラグビースクール）

10:00 幼01 幼02 １年01 １年02 2年01 2年02

10:11 東大阪4 - 大阪4 河富岬3 みなとA 河富岬B 大阪B 河富岬A 大阪A 東大阪B

10:20 幼03 幼04 1年03 1年04 2年03 2年04

10:31 大阪2 東大阪1 みなと3 東大阪A みなとB 大阪B 大阪中央A みなとA 河富岬B 大阪B

10:40 幼05 幼06 1年05 1年06 2年05 2年06

10:51 東大阪1 大阪4 河富岬3 大阪A みなとB 東大阪B 東大阪A 大阪A みなとB

11:00 幼07 幼08 1年07 1年08 2年07 2年08

10:11 大阪2 みなと3 東大阪4 みなとA 河富岬B 東大阪B 河富岬A 大阪中央A みなとB 東大阪B

11:20 1年09 2年11 2年09 2年10

11:31 東大阪A 大阪A 大阪B 東大阪A みなとA 河富岬B

13:15 幼21 幼22 1年21 1年22 2年21 2年22

13:26 八尾5 堺4 南大阪2 堺3 生野A 八尾A 堺B 南大阪B 堺A 布施A 南大阪B 花園B

13:35 幼23 幼24 1年23 １年24 2年23 2年24 花園

13:46 布施4 堺5 南大阪3 花園3 堺A 生野A 南大阪B 八尾B 八尾A 堺A 八尾B 堺B

13:55 幼25 幼26 １年25 2年24 2年25

空

14:06 堺4 布施4 八尾3 南大阪2 堺A 八尾A 布施A 八尾A 南大阪B 堺B

14:15 幼27 幼28 １年26 2年26

空

14:26 花園3 八尾3 堺3 南大阪3 八尾B 堺B 花園B 八尾B

14:35 幼29

14:46 堺5 八尾5

【試合およびグラウンド注意事項】 ＊レフリースタイルは大阪府協会指定のスタイルに準じてください（黒ロングスパッツのみ可）

＊第一試合のチームのアップは試合グランドを各チーム半面で行って下さい。 ＊専任レフリー・タイムキーパーの方は各グラウンド本部に荷物を置いていただいても構いません

＊アップ場を利用するのは次の試合チームのみで厳守。 ＊レフリーは前の試合が終わるタイミングで本部までお願いいたします

＊他の場所でのアップは禁止。 ＊コーチの方もグランド内での写真、動画撮影はご遠慮ください

＊準備体操は出来る限り待機場所などを利用して行って下さい。

＊アナウンスは「試合開始1分前」・「試合開始」・「試合終了」で行います。（ホイッスル併用）*選手・レフリー・AR以外はグランド内マスクの着用をお願いいたします

＊試合終了後は対戦チームへの挨拶はしないですみやかにグランドから出て下さい。

＊試合開始前、グランド内でトスを行います。 15時までにグランド撤収作業お願いいたします

＊グランド内に入れるのは選手、コーチのみ。

＊立ち入り禁止区域には絶対に入らない様にお願いします。

＊グランド内の給水は水のみ。

＊レフリーは試合終了後に試合結果を本部まで報告して下さい。
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みなと 専）布施　菅 みなと

大阪中央

大阪中央

専）堺　西川

東大阪

専）堺　西川東大阪

専）堺　小間

専）堺　森岡

⑩

南大阪専）大阪　田中

⑤

午前チーム１２：００会場撤収　・　午後チーム12：30会場入り及び代表者会議　・　12：45第一試合、第二試合アップ開始

専）堺　森岡

⑧

布施専）大阪　堀口

大阪中央

専）布施　菅

河富岬

専）花園　平野

大阪中央A1
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8:30

大阪中央A1

専）花園　平野

みなと

③

大阪中央1a

大阪中央1b

専）堺　小間

専）堺　森岡

大阪中央1a

河・富・岬

試合時間 11分ハーフ 11分ハーフ 11分ハーフ 11分ハーフ 11分ハーフ 11分ハーフ

（幼児）　S11-Ⅱ （1年生A）低学年　Ｓ11－Ⅲ （1年生B）低学年　Ｓ11－Ⅳ

9:00 会場設営9：00~    完成後アップ使用可

（2年生A）低学年　Ｓ11-Ⅴ （2年生B）低学年　Ｓ11-Ⅵ（幼児）　S11-Ⅰ

大阪中央B2

大阪中央B2

大阪中央B1

大阪中央B1

大阪

大阪中央

専）堺　西川

第35回(2020)　大阪南地区大会　タイムスケジュール

最終版

グランド

　代表者会議　レフリー会議　Ｓ12

タイムスケジュール【試合】確定版 11-09



S-12グランド　5年生・6年生　（リーダー：大阪ラグビースクール）

10:00 ５年01 5年02 6年01 6年02

10:15 阿倍野A 河富岬A 東大阪B 大阪B 大阪 阿倍野 河富岬 みなと

10:23 5年03 5年04 6年03 6年04

10:38 東大阪A 大阪中央A みなとB 大阪B みなと 阿倍野 河富岬 大阪

10:46 5年05 5年06

東大阪B

11:01 阿倍野A 大阪中央A 大阪中央B 東大阪B

11:09 5年07 5年08 6年05 6年06

11:24 東大阪A 河富岬A みなとB 大阪中央B 大阪 みなと 阿倍野 河富岬

13:15 5年21 5年22 6年21 6年22

13:30 八尾A 生野A 堺B1 布施 堺 布施 南大阪 生野

13:38 5年23 5年24 6年23 6年24

13:53 堺A 花園A 八尾B 南大阪B 布施 生野 堺 南大阪

14:01 5年25 5年26

14:16 南大阪A 八尾A 堺B2 布施B

14:24 5年27 5年28 6年25 6年26

14:39 生野A 堺A 堺B1 南大阪B 堺 生野 布施 南大阪

14:47 5年29 5年30

15:02 花園A 南大阪A 八尾 堺B2

【試合およびグラウンド注意事項】

＊第一試合のチームのアップは試合グランドを各チーム半面で行って下さい。 ＊専任レフリー・タイムキーパーの方は各グラウンド本部に荷物を置いていただいても構いません

＊アップ場を利用するのは次の試合チームのみで厳守。 ＊レフリーは前の試合が終わるタイミングで本部までお願いいたします

＊他の場所でのアップは禁止。 ＊コーチの方もグランド内での写真、動画撮影はご遠慮ください

＊準備体操は出来る限り待機場所などを利用して行って下さい。

＊アナウンスは「試合開始1分前」・「試合開始」・「試合終了」で行います。（ホイッスル併用） ＊専任レフリー　　岬RS近藤さん、大阪RS森北さん、藤本さんはドコモカップ優先になりますので

＊試合終了後は対戦チームへの挨拶はしないですみやかにグランドから出て下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直前で変更になる場合があります

＊試合開始前、グランド内でトスを行います。

＊グランド内に入れるのは選手、コーチのみ。 *選手・レフリー・AR以外はグランド内マスクの着用をお願いいたします

＊立ち入り禁止区域には絶対に入らない様にお願いします。

＊グランド内の給水は水のみ。

＊レフリーは試合終了後に試合結果を本部まで報告して下さい。

南大阪 堺

生野 布施

布施 生野

＊レフリースタイルは大阪府協会指定のスタイルに準じてください（黒ロングスパッツのみ可）

生野 専)大阪　藤本

専)岬　近藤

八尾 専)大阪　藤本

専)大阪　森北

⑦

堺 南大阪

専)大阪　森北 専）岬　近藤
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⑥

8:30 　代表者会議　レフリー会議　Ｓ12

13-3-13分

（6年生B）高学年　Ｓ13-Ⅳ

13-3-13分

会場設営9：00~    完成後アップ使用可

阿倍野 大阪

グランド （5年生A）高学年　Ｓ13-Ⅰ （5年生B）高学年　Ｓ13-Ⅱ

9:00

④

東大阪

専)生野　加島

阿倍野

専)生野　加島

大阪中央

専)堺　柳楽

専)堺　柳楽

大阪

試合時間 15分ハーフ １５分ハーフ

③

河富岬 阿倍野

大阪 みなと

午前チーム１２：００会場撤収　・　午後チーム12：30会場入り及び代表者会議　・　12：45第一試合、第二試合アップ開始

撤収17時

第35回(2020)　大阪南地区大会　タイムスケジュール

最終版

①

②

（6年生A）高学年　Ｓ13-Ⅲ
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ト

タイムスケジュール【試合】確定版 11-09



S-13グランド　3年生・４年生　（リーダー：大阪ラグビースクール）

10:00 3年01 3年02 4年01 4年02

10:13 東大阪A 大阪中央A1 東大阪B1 大阪中央B 河富岬A 大阪中央A 大阪中央B1 みなとB

10:21 3年03 3年04 4年03 4年04

10:34 河富岬A 大阪中央A2 みなとA 大阪A みなとA 東大阪A 河富岬 大阪中央B2

10:42 3年05 3年06 4年05 4年06

10:55 河富岬B 東大阪B1 東大阪B2 大阪中央B 東大阪B 大阪中央B1 河富岬 みなとB

11:03 3年07 ３年08 4年07 4年08

11:16 みなとA 大阪中央A2 東大阪A 河富岬A 東大阪A 大阪中央A 東大阪B 大阪B

11:24 3年09 3年10 4年09 4年10

11:37 大阪A 大阪中央A1 東大阪B2 河富岬B みなとA 河富岬A 大阪中央B2 大阪B

13:15 3年21 3年22 4年21 4年22

13:28 八尾A 南大阪A 堺B 布施B 八尾A 花園A 堺B 布施B

13:36 3年23 3年24 4年23 4年24

13:49 花園A 堺A 堺B 八尾B 堺A 生野A 花園B 八尾B

13:57 3年25 3年26 4年25 4年26

14:10 花園A 八尾A 布施B 八尾B 八尾A 堺A 布施B 花園B

14:18 3年27 4年27 4年28

14:31 堺A 南大阪 花園A 生野A 堺B 八尾B

【試合およびグラウンド注意事項】

＊第一試合のチームのアップは試合グランドを各チーム半面で行って下さい。

＊アップ場を利用するのは次の試合チームのみで厳守。 ＊レフリーは前の試合が終わるタイミングで本部までお願いいたします

＊他の場所でのアップは禁止。 ＊コーチの方もグランド内での写真、動画撮影はご遠慮ください

＊準備体操は出来る限り待機場所などを利用して行って下さい。

＊アナウンスは「試合開始1分前」・「試合開始」・「試合終了」で行います。（ホイッスル併用）*選手・レフリー・AR以外はグランド内マスクの着用をお願いいたします。

＊試合終了後は対戦チームへの挨拶はしないですみやかにグランドから出て下さい。

＊試合開始前、グランド内でトスを行います。

＊グランド内に入れるのは選手、コーチのみ。

＊立ち入り禁止区域には絶対に入らない様にお願いします。

＊グランド内の給水は水のみ。

＊レフリーは試合終了後に試合結果を本部まで報告して下さい。 15時までにグランド撤収作業お願いいたします

＊専任レフリー・タイムキーパーの方は各グラウンド本部に荷物を置いていただいても構いません

＊レフリースタイルは大阪府協会指定のスタイルに準じてください（黒ロングスパッツのみ可）

⑨

大

阪

中

央

R

S

⑦

八尾

専）みなと　高名専）岬　今坂

専）みなと　高名専）岬　今坂

専）みなと　高名専）岬　今坂

専）堺　原山専）布施　中川

午前チーム１２：００会場撤収　・　午後チーム12：30会場入り及び代表者会議　・　12：45第一試合、第二試合アップ開始

⑥
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専）みなと　馬醫 布施

生野 専)みなと　南
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試合時間

①

専）堺　原山大阪中央

東大阪専）布施　中川

河富岬

１３分ハーフ １３分ハーフ １３分ハーフ

専）堺　中川

東大阪 みなと

専)花園　後藤

大阪中央 専)花園　後藤

専）堺　中川 大阪

専）堺　中川

②

③

④

第35回(2020)　大阪南地区大会　タイムスケジュール

最終版

（4年生B）中学年　Ｓ12-Ⅳ

サ

ポ

ー

ト

8:30 　代表者会議　レフリー会議　Ｓ12

会場設営9：00~    完成後アップ使用可

（3年生A）中学年　Ｓ12-Ⅰ （3年生B）中学年　Ｓ12-Ⅱ

１３分ハーフ

（4年生A）中学年　Ｓ12-Ⅲ

専）布施　中川

タイムスケジュール【試合】確定版 11-09



担当：河富岬合同 担当：大阪ラグビースクール 担当：大阪中央ラグビースクール

スポーツ広場

S 13

6年Ⅰ

6年Ⅱ　（アップ場）

5年Ⅱ

5年Ⅰ

大
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S 11 S 12
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4年Ⅰ
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3年Ⅰ

アップ場

本
部

幼児Ⅰ 幼児Ⅱ

1年Ⅰ 1年Ⅱ

2年Ⅰ 2年Ⅱ

アップ場



第35回大阪南地区大会使用グラウンドと担当ＲＳ

代表者会議はＳ12グラウンドで行います。

スポーツ広場 生野・堺・花園・布施・南大阪・八尾

使用グラウンド リーダーＲＳ 午前中スクール
Ｓ11　(幼・低学年河・富・岬 大阪・大阪中央・河富岬・東大阪・みなと・阿倍野

Ｓ12　(高学年 大阪
Ｓ13　(中学年 大阪中央 午後スクール

テント設営可能

テ

ン

ト

可

今回の使用グランド

左から Ｓ１１・Ｓ１２・Ｓ１３

スポーツ広場になります。

テント設営可能

テント可

テント可



◆観戦者（保護者・家族）の皆さんへ ◆選手・指導者の皆さんへ

○グランドへは入れません ○アップ会場・場所以外でのボール使用禁止
　S6・7は、ネット外で　　S14は、トラックラインまで 　植え込み周りも不可

○前の試合時間帯は、試合会場のアップ場でUP
○テント・荷物は、S6・7の土の部分へ 　スポーツ広場から直前移動の禁止

○試合グランド・アップ場所は、ボール以外持込禁止
　スポーツ広場は可（ﾏｰｶｰ・ｺﾝﾀｸﾄﾊﾞｯｸ程度）

○前の試合ハーフタイムにトスはありません

○K.O. 5分前に、試合グランドサイドへ集合

◆レフリーの皆さんへ
○ネット面、植栽（支え丸太）に横断幕・旗を
　設置しない ○K.O. 5分前に、試合グランドサイドへ集合

　担当チームが集まり次第、トスを行ってください

○観戦時、ネットに触れないでください ○スタイルは、ジャージ、半パン、ストッキング着用
　レフリーのみタイツ型スパッツ着用可

○通路（舗装部分）に用具（ｳｫｰﾀｰ等）置かない ○得点報告をグランド本部へ（トライ数で無く得点）

◆観戦者（保護者・家族）の皆さんへ ◆選手・指導者の皆さんへ

○グランドへは入れません ○アップ会場・場所以外でのボール使用禁止
　S6・7は、ネット外で　　S14は、トラックラインまで 　植え込み周りも不可

○前の試合時間帯は、試合会場のアップ場でUP
○テント・荷物は、S6・7の土の部分へ 　スポーツ広場から直前移動の禁止

○試合グランド・アップ場所は、ボール以外持込禁止
　スポーツ広場は可（ﾏｰｶｰ・ｺﾝﾀｸﾄﾊﾞｯｸ程度）

○前の試合ハーフタイムにトスはありません

○K.O. 5分前に、試合グランドサイドへ集合

◆レフリーの皆さんへ
○ネット面、植栽（支え丸太）に横断幕・旗を
　設置しない ○K.O. 5分前に、試合グランドサイドへ集合

　担当チームが集まり次第、トスを行ってください

○観戦時、ネットに触れないでください ○スタイルは、ジャージ、半パン、ストッキング着用
　レフリーのみタイツ型スパッツ着用可

○通路（舗装部分）に用具（ｳｫｰﾀｰ等）置かない ○得点報告をグランド本部へ（トライ数で無く得点）



コロナウイルス感染症について 

 

コロナウイルス感染症対策につきましては大阪府ラグビーフットボール協会の 

対策に準じることといたしますが、大阪南地区大会独自の対策もございますので 

各スクールで、指導者、保護者の皆様にご通達、徹底のほどよろしくお願いいたします。 

 

① 大会２週間前、および２週間後（１１月１日～１１月３０日）の毎日の検温 

＊様式は各スクールでご使用の様式をご使用ください。 

＊グランド管理者、大会運営側から提出の指示をする場合がございます。 

 

② 当日参加する選手、指導者、保護者の皆様の参加リストの作成 

＊保護者の皆様は当日会場内で待機場所での検温をしてください。（リストに記入） 

 37 度 5 分を超えた方は本部までご連絡ください。 

 その際、ご退場いただく場合がございます。（ご家族単位） 

 選手、指導者はグランドに入場する際に消毒、検温いたしますので 

 当日朝の体温をチェックリストに記入してください。 

 保護者全員の検温記入後、S12 本部にご提示お願いします。（押印後返却します） 

＊大阪府協会の様式を使用して大会後２週間保管してください。添付資料 

 

③ グラウンド管理者より、来場者の連絡先の提出を求められた際にはご協力いただきます。 

 

④ 待機場所での消毒液の設置 

＊各スクールにてご準備お願いいたします。 

 

⑤ グラウンド入り口での検温、消毒 

＊各グラウンド本部に検温器、消毒液を準備していますので、各スクール指導員にて入場時検温と 

 消毒を管理してください。 

 

⑥ 大会終了後、万が一、参加者の周辺（チーム、ご家庭、学校、職場）で観戦者が発生 

  した場合速やかに幹事校大阪ラグビースクール石井までご連絡ください 

  （090-8203-8147） 

 

さいごに 

大会運営するにあたりまして、コロナウイルス感染者の発生、拡大がないように 

出来る限りのことを準備しています。万が一、本大会で発生してしまった場合、 

該当者、該当スクール、大阪南地区大会運営側には責がないこととします。 


