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9:45 茨木 宝塚 生野 西宮甲東 枚方 ヤマハ 花園 春日井 東淀川 一宮
得点 5 70 45 0 25 5 20 0 ⑮ 15
レフリー
10:09 交野 津高虎 東大阪 四日市 布施 鈴鹿 阿倍野 関 大阪中央 大津
得点 5 35 5 10 10 15 0 55 35 5
レフリー
10:33 吹田 野洲 高槻 プログレ 四條畷 アウル 大阪 松山 洛西 八尾
得点 65 0 5 40 0 60 10 35 45 0
レフリー
10:57 京都西 寝屋川 橿原 みなと とりみ 岬 生駒 西神戸 岩出 伊丹
得点 30 10 0 55 65 0 50 25 35 5
レフリー
11:21 倉敷 兵庫県 岡山 尼崎 さぬき 明石 鳴門 芦屋 徳島 三田
得点 15 30 40 5 50 5 0 85 5 40
レフリー
11:45 アウル 川西市 松山 前栽 茨木 八尾 西宮甲東 寝屋川 ヤマハ 橿原
得点 5 25 40 10 5 40 0 40 65 0
レフリー
12:09 春日井 岬 一宮 西神戸 交野 伊丹 東大阪 倉敷 布施 尼崎
得点 35 5 5 40 5 50 35 20 10 10
レフリー
12:33 阿倍野 明石 大津 鳴門 野洲 徳島 プログレ 神戸中央 四條畷 川西市
得点 50 5 45 10 45 5 25 20 5 35
レフリー
12:57 大阪 前栽 宝塚 洛西 生野 京都西 枚方 みなと 花園 とりみ
得点 20 20 20 25 10 10 40 15 0 45
レフリー
13:21 東淀川 生駒 津高虎 岩出 四日市 兵庫県 鈴鹿 岡山 関 さぬき
得点 0 30 5 50 10 35 25 15 20 5
レフリー
13:45 大阪中央 芦屋 吹田 三田 高槻 神戸中央
得点 0 75 80 0 5 30
レフリー

◎ 試合時間　10分ハーフ　　　ハーフタイム2分　　　　　試合間隔2分

⑪ プログレ 岩出 さぬき

⑩ 鳴門 三田 アウル 高槻 とりみ

倉敷 岡山

⑨ 松山 生駒 津高虎 四日市 鈴鹿

⑧ 宝塚 春日井 一宮

関西協会 大津

⑦ 洛西 京都西 鳴門 ヤマハ 西宮甲東

⑥ 四條畷 大阪 野洲

東淀川 交野

⑤ 東大阪 布施 阿倍野

② 伊丹 兵庫県

大阪中央 吹田

④ 生野 枚方 花園

③ 徳島 神戸中央 川西市 前栽 茨木

尼崎

第５コート

① 八尾 寝屋川 みなと 岬 西神戸

明石 芦屋

SEINANラグビーマガジンCUP関西ミニ･ラグビー交流大会2017　結果

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート


