
大阪市立文大阪市立文大阪市立文大阪市立文のののの里中学校里中学校里中学校里中学校    ラグビーラグビーラグビーラグビー部部部部    2222 月活動予定月活動予定月活動予定月活動予定        

日日日日        時時時時    活動内容活動内容活動内容活動内容    時時時時            間間間間    場場場場        所所所所    そのそのそのその他他他他    

2222／／／／1111    火火火火    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／2222    水水水水    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／3333    木木木木    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／4444    金金金金    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG    各種委員会各種委員会各種委員会各種委員会    

2222／／／／5555    土土土土    DDDD 地区新人戦地区新人戦地区新人戦地区新人戦    文文文文のののの里里里里 vsvsvsvs 上宮上宮上宮上宮    12:30KO12:30KO12:30KO12:30KO        

9:459:459:459:45 学校集合学校集合学校集合学校集合・・・・自転車自転車自転車自転車・・・・試合用具一式試合用具一式試合用具一式試合用具一式・・・・補食補食補食補食・・・・水筒水筒水筒水筒    

学校出発学校出発学校出発学校出発 9:559:559:559:55――――自転車自転車自転車自転車――――10:5510:5510:5510:55 真住中真住中真住中真住中    11:30UP11:30UP11:30UP11:30UP 開始開始開始開始    

真真真真    住住住住 GGGG        

2222／／／／6666    日日日日    日本選手権日本選手権日本選手権日本選手権    

ボールボーイボールボーイボールボーイボールボーイ担当担当担当担当    

    

練習練習練習練習：：：：OFFOFFOFFOFF    

9:50JR9:50JR9:50JR9:50JR 寺田町駅集合寺田町駅集合寺田町駅集合寺田町駅集合・・・・交通費交通費交通費交通費 740740740740 円円円円・・・・チームウエアーチームウエアーチームウエアーチームウエアー    

スパイクスパイクスパイクスパイク・・・・昼食昼食昼食昼食・・・・試合観戦用防寒着試合観戦用防寒着試合観戦用防寒着試合観戦用防寒着・・・・予備費予備費予備費予備費 etcetcetcetc    

寺田町寺田町寺田町寺田町 10:10:10:10:11111111――――JRJRJRJR――――10:10:10:10:14141414 鶴橋鶴橋鶴橋鶴橋 10:10:10:10:21212121――――近鉄近鉄近鉄近鉄――――10:10:10:10:31313131 東花園東花園東花園東花園    

日本選手権観戦日本選手権観戦日本選手権観戦日本選手権観戦    12:00KO12:00KO12:00KO12:00KO    神戸製鋼神戸製鋼神戸製鋼神戸製鋼 vsvsvsvs トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車    

                                14:00KO14:00KO14:00KO14:00KO    東芝東芝東芝東芝 vsvsvsvs NEC NEC NEC NEC    

近鉄花園近鉄花園近鉄花園近鉄花園    

ラグビーラグビーラグビーラグビー場場場場    

午前午前午前午前：：：：ARSARSARSARS    

2222／／／／7777    月月月月    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／8888    火火火火    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG    2222 年職場体験年職場体験年職場体験年職場体験    

2222／／／／9999    水水水水    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG    2222 年職場体験年職場体験年職場体験年職場体験    

2222／／／／10101010    木木木木    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG    2222 年職場年職場年職場年職場・・・・私立入試私立入試私立入試私立入試    

2222／／／／11111111    金金金金    試合試合試合試合 orororor 練習練習練習練習    練習試合練習試合練習試合練習試合 orororor 練習練習練習練習 13:0013:0013:0013:00～～～～    決決決決まりまりまりまり次第連絡次第連絡次第連絡次第連絡    文文文文のののの里里里里 GGGG    私立入試私立入試私立入試私立入試    

2222／／／／12121212    土土土土    DDDD 地区新人戦地区新人戦地区新人戦地区新人戦    文文文文のののの里里里里 vsvsvsvs 連合連合連合連合チームチームチームチーム    13:20KO13:20KO13:20KO13:20KO        

10:3510:3510:3510:35 学校集合学校集合学校集合学校集合・・・・自転車自転車自転車自転車・・・・試合用具一式試合用具一式試合用具一式試合用具一式・・・・補食補食補食補食・・・・水筒水筒水筒水筒    

学校出発学校出発学校出発学校出発 10:4510:4510:4510:45――――自転車自転車自転車自転車――――11:4511:4511:4511:45 加賀屋中加賀屋中加賀屋中加賀屋中    12:20UP12:20UP12:20UP12:20UP 開始開始開始開始    

加賀屋加賀屋加賀屋加賀屋 GGGG        

2222／／／／13131313    日日日日    OFFOFFOFFOFF            校庭開放校庭開放校庭開放校庭開放    

2222／／／／14141414    月月月月    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／15151515    火火火火    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／16161616    水水水水    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／17171717    木木木木    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／18181818    金金金金    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／19191919    土土土土    DDDD 地区新人戦地区新人戦地区新人戦地区新人戦    

順位順位順位順位トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント    

文文文文のののの里里里里 vsvsvsvs 東住吉東住吉東住吉東住吉    14:10KO14:10KO14:10KO14:10KO        

11:4011:4011:4011:40 学校集合学校集合学校集合学校集合・・・・自転車自転車自転車自転車・・・・試合用具一式試合用具一式試合用具一式試合用具一式・・・・補食補食補食補食・・・・水筒水筒水筒水筒    

学校出発学校出発学校出発学校出発 11:5011:5011:5011:50――――自転車自転車自転車自転車――――12:4012:4012:4012:40 大正北中大正北中大正北中大正北中    13:10UP13:10UP13:10UP13:10UP 開始開始開始開始    

大正北大正北大正北大正北 GGGG        

2222／／／／20202020    日日日日    OFFOFFOFFOFF            G:G:G:G:全日全日全日全日ソフトソフトソフトソフト    

2222／／／／21212121    月月月月    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／22222222    火火火火    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／23232323    水水水水    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG    公立前期入試公立前期入試公立前期入試公立前期入試    

2222／／／／24242424    木木木木    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 16:0016:0016:0016:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／25252525    金金金金    練練練練    習習習習    朝練朝練朝練朝練 7:007:007:007:00～～～～    練習練習練習練習 15:0015:0015:0015:00～～～～    文文文文のののの里里里里 GGGG        

2222／／／／26262626    土土土土    DDDD 地区新人戦地区新人戦地区新人戦地区新人戦    順位順位順位順位トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント    会場会場会場会場：：：：市岡中学校市岡中学校市岡中学校市岡中学校    市市市市    岡岡岡岡 GGGG        

 


