
京都･滋賀A 21 7

京都･滋賀A

近畿A 71 0

近畿C 0 47

京都･滋賀B 61 19

京都･滋賀B 62 12

近畿A 17 29

近畿B 26 55

京都･滋賀A 棄権 ○

京都･滋賀A 12 22

近畿B 34 7

近畿A 55 7

京都･滋賀B 0 39

京都･滋賀B 17 42

京都･滋賀A

京都･滋賀A 棄権 ○

近畿C 18 10

近畿A 25 45

京都･滋賀A 10 36

京都･滋賀A ○ 棄権

近畿A

近畿B

京都･滋賀B 14 26

京都･滋賀B 56 5

近畿C

近畿A

京都･滋賀A

京都･滋賀A

近畿C

近畿B

京都･滋賀B
プレーオフ

京都･滋賀AB
プレーオフ

京都･滋賀A
プレーオフ

京都･滋賀A
プレーオフ

中止

中止

中止

中止

A-4位､3位 委員

B-4位 委員20 14:30 A-2位 - A-1位 B-4位

A-2位､1位 委員

19 13:10 A-4位 - A-3位 B-4位 B-4位 委員

A-5位 A-2位､A-1位

14:50 アパッチ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

12/13(日) 吉祥院

17 10:30 B-3位 - B-2位 A-4位､A-3位

16 11:50 乙訓クラブ - レイクサイド 京都消防､福知山Σ

18 11:50 B-1位 -

11/29(日) 吉祥院

15 10:30 プログレ - 京都府警クラブ 京都消防､福知山Σ 竹田､冨田(消防､福知山Σ)

児玉(アパッチ)14:50 フリークス 交野クラブ 奈良ムースクラブ

竹田､冨田(消防､福知山Σ)

13:10 SRCﾊﾞｰﾊﾞﾘｱﾝｽﾞ 鴨沂クラブ 奈良ムースクラブ 児玉(アパッチ)

11/22(日) 吉祥院

13 10:30 京都消防､福知山Σ - タートルズ 東宇治クラブ 池渕(東宇治クラブ)

池渕(東宇治クラブ)

13:10 鴨沂クラブ SCIX ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 今田(アパッチ)

14 11:50 リゲルサントス - 京セラパッカーズ 東宇治クラブ

今田(アパッチ)くすのきクラブ

11/1(日) 吉祥院

岩谷(乙訓クラブ)  

13:10 アパッチ スーパースターズ 鴨沂クラブ 河合(鴨沂クラブ)

12 11:50 東宇治クラブ - 京都府警クラブ 乙訓クラブ
11/8(日) 吉祥院

11 10:30 レイクサイド - プログレ 乙訓クラブ 岩谷(乙訓クラブ)  

河合(鴨沂クラブ)14:50 フリークス 雑草クラブ 鴨沂クラブ

――

中止

中止

森田(フリークス)

14:50 京都アパッチ - 芦屋クラブ フリークス 森田(フリークス)

13:10 鴨沂クラブ - 大阪エレファンツ フリークス

タートルズ 京都府警クラブ 平野(京都府警)

10/25(日) 吉祥院

9 10:30 東宇治クラブ 乙訓クラブ

10/18(日)
西京極
補助

8 14:20 リゲルサントス -

タートルズ 藤原(タートルズ)

10 11:50 京都府警クラブ - レイクサイド パッカーズ 西田(ﾊﾟｯｶｰｽﾞ)

―

7 13:00 京セラパッカーズ - 京都消防､福知山Σ 京都府警クラブ 平野(京都府警)

協会使用 ―

フリークス アパッチ 児玉(アパッチ)

14:50 芦屋クラブ - くすのきクラブ アパッチ 児玉(アパッチ)

乙訓クラブ レイクサイド 山本(レイクサイド)

6 11:50 プログレ - 東宇治クラブ レイクサイド 山本(レイクサイド)
10/11(日) 宝が池

5 10:30 京都府警クラブ -

13:10 千里馬クラブ -

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 寝屋川クラブ 今田(アパッチ)

14:50 京都フリークス - 東大阪KINDAI 寝屋川クラブ 今田(アパッチ)

京セラパッカーズ プログレ 赤木(プログレ)

4 11:50 京都消防､福知山Σ - リゲルサントス プログレ 赤木(プログレ)
9/20(日) 吉祥院

3 10:30 タートルズ -

13:10 京都アパッチ -

リゲルサントス 中田(ﾘｹﾞﾙｻﾝﾄｽ)

アパッチ フリークス 森田(フリークス)

14:50 寝屋川クラブ - 鴨沂クラブ フリークス 森田(フリークス)

交流戦

試合の1週間前迄に 運営担当責任者：1名 基本的な割り当ては

＜最終確定分＞

【2020年度 京都･滋賀 社会人クラブ秋季ラグビー大会 日程表】

月　日 グランド

9/13(日) 吉祥院

1 10:30 レイクサイド -

13:10 六甲ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾙ -

東宇治クラブ リゲルサントス 中田(ﾘｹﾞﾙｻﾝﾄｽ)

2 11:50 乙訓クラブ プログレ

交流戦

関西大学Bリーグ戦にて使用

ｹﾞｰﾑ
No.

ｷｯｸｵﾌ
時間

リーグ

★当番チーム

相手チーム

現在2020/11/22

確認をし､担当ﾚﾌﾘｰに  ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞ：2名 ｸﾗﾌﾞﾘｰｸﾞ委員とする
確認事項を連絡する ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰｲ：4名

相手ﾁｰﾑに連絡を取り 交替指示係：1名  運営当番ﾁｰﾑの
ｼﾞｬｰｼﾞの色､KO時間の 記録係：1名 社会人･ｸﾗﾌﾞ委員会

★運営当番チーム
★担当リーグ委員1試合につき9名必要


