2022年度 年間行事予定表 （案）
青色網掛けは昨年度を参考にした予定行事です。
また、新型コロナウィルス感染状況により変更が多くなると思われます。急な変更等は学年連絡網でのお知らせとなります。
＊下記予定表は

2022年11月17日

現在の予定です。

2022年11月
実施日

曜日

5日、6日

土、日

6日

日

13日

日

時間

場所

土午後～日14時頃 生駒山麓公園
10：00～14:00頃
9:00～13:00
未定

生駒山麓公園野外活動センター

日

10:45～12:15

19日、20日

済

バーベキュー（全学年）

雨天決行！（テント有）

済

済

外部グランド（未予約） or 桜ヶ丘（午前中）

練習（全カテゴリー）（予定）
第15回ヒーローズカップ近畿地区大会（確定）

6年生

練習 幼児、1年、2年、タグ

（注意！）車は10:30迄に退出してください。

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

済

講習会参加学年 2年生

済

生駒東小学校

9:15～12:15
9:30～11:30

練習 生駒中学部
総合S.C.体育館

ミニラグビー講習会（生駒市体協）2回目（確定）

未定

上冨田スポーツセンター(和歌山）

近畿スクールジュニア・ラグビーフットボール交流大
会（予定）

未定

上冨田スポーツセンター(和歌山）

中学生（U-15)、スクール選抜部（選抜チームで参
第28回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会近畿
加） 19日（土）13:30 v和歌山選抜、
スクールブロック予選（確定）
20日(日)11:30 ｖ大阪選抜

イモ山公園グランド（確定）

練習（全学年）

グランドは13時まで使用可能です。
（注意！）駐車は第2駐車場へ

桜井芝運動公園

第42回奈良県ミニラグビーカーニバル第1日（確定）

2年、女子タグ、ママタグ グランド入場は10:40から

土、日

20日

日

9:30～11:30

23日

水(祝）

11:00～12:20

9:20～10:40

幼児、1年 グランド利用は9:00から

12:40～13:30

3年 グランド入場は12:20から

9:20～11:10
11:30～12:50
27日

日

備考
ふれあいセンター宿泊

たまゆら陸上競技場（枚方市）

9:15～10:15
13日

行事
6年生合宿

13：10～15:10

4年 グランド利用は9:00から
天理親里競技場

5年 グランド入場は11:10から

奈良県ミニラグビーレフリー（MMR）講習会

午前 座学（大教室）、午後 実技（6年の試合）

6年 グランド入場は12:50から

9:00～15:00
9:30～1１:30

奈良県ミニラグビーカーニバル第2日（確定）

航空自衛隊奈良基地グランド（確定）

練習（幼児、1年～3年、タグ、生駒中学部）

2022年12月
実施日

曜日

時間
8:45～15:00頃

4日

11日

土
日

未定
9:00～13:00

タグ大会

滝寺県民グランド（確定）

練習（全学年）

駐車場は体育館横を利用してください。
グランドは13時まで使用可能です。

たまゆら陸上競技場（枚方市）

第15回ヒーローズカップ関西大会（予定）

6年生

交野いきいきランド

北河内大会(秋季）

未定

練習（生駒中学部）

未定

金岡陸上競技場（予定）

第13回5年生交流会(1日目）（確定）

日

13:00～17:00
未定
15:00～19:30
未定

25日

備考

天理親里競技場

未定

9:30～11:30
18日

行事
SMBCカップ第19回全国小学生タグラグビー大会奈
良県予選（確定）

日
9:30～11:30

10日

場所

日

高山S.C.グランド（確定）

生駒ミニラグビー秋季大会（全学年、2学期終了）
生駒クラブ 他

5年生
グランドは17時まで使用可能です。

橿原公園多目的グランド（ヤタガラスフィー
ルド）（予定）

待ってろ花園（中学生の部）（予定）

スクール選抜中学部（奈良ジュニアで参加）

はばたき

クリスマス会(予定）

昨年は中止しました。

橿原公園多目的グランド（ヤタガラスフィー
ルド）or橿原公苑陸上競技場

待ってろ花園（小学生の部）（確定）

参加資格、未確認です。

指導者委員会・忘年会（予定）

中止します。（確定）

練習はお休みです。（中学部は未定）
17:00～

テバス東生駒（予定）

2023年1月
実施日

曜日

時間

場所

9:15～10:15
8日

日

10:45～12:15

12:15～

15日

日

生駒東小学校

9:15～12:15

9:30～11:30
未定

日

10:45～12:15

29日

日

13:00～17:00

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

宝山寺

安全祈願

練習終了後、生駒駅改札集合

イモ山公園グランド（確定）

練習（5年を除く全学年）

グランドは13時まで使用可能です。
（注意！）駐車は第2駐車場へ

ＪＧＲＥＥＮ堺（予定）

第13回5年生交流会 （2日目）（確定）

5年生

桜ヶ丘小学校

9:15～12:15
9:30～11:30

備考
（注意！）車は10:30迄に退出してください。

練習 生駒中学部

9:15～10:15
22日

行事
練習 幼児、1年、2年、タグ

練習 幼児、1年、2年、タグ

（注意！）車は10:30迄に退出してください。

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

練習 生駒中学部
高山S.C.グランド（確定）

生駒ジュニアラグビー大会（全学年）

他スクール招待予定。

生駒中学部招待合同練習会

奈良北JRC、ライナーズアカデミー、阿倍野RS

2022年度 年間行事予定表 （案）
青色網掛けは昨年度を参考にした予定行事です。
また、新型コロナウィルス感染状況により変更が多くなると思われます。急な変更等は学年連絡網でのお知らせとなります。
＊下記予定表は

2022年11月17日

現在の予定です。

2023年2月
実施日

曜日

時間

9:00～15:00頃
5日

日

場所

第10回奈良西ライオンズカップ・ミニラグビー大会（予
ロートフィールド改修の為中止または延期
定）
練習 幼児、1年、2年、タグ

（注意！）車は10:30迄に退出してください。

桜ヶ丘小学校

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

9:15～12:15

練習 生駒中学部

9:15～10:15

練習 幼児、1年、2年、タグ

（注意！）車は10:30迄に退出してください。

生駒東小学校

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

天理教38母屋(予定）

ラグビースクール指導者セミナー（予定）

昨年はＷＥＢで実施

9:30～11:30

高山S.C.グランド（確定）

生駒市ミニラグビー冬季交流会（全学年）

グランドは13時まで使用可能です。
他スクール招待予定。

9:30～11:30

外部グランド（未予約） or 桜ヶ丘（午前中）

練習（全学年）

練習時間中

練習グランド

更新手続き開始

12日

日

10:45～12:15

18日・19日

土、日

14:00～翌15:00

19日

日

9:15～12:15

26日

日

備考

ロートフィールド奈良（鴻池陸上競技場）

9:15～10:15
10:45～12:15

行事

練習 生駒中学部

家族単位ではなく、各学年別にお願いします。 封
筒に名前、学年、金額を記載してください。対外交
流費は下の学年でお支払いいただき、封筒にはど
の学年で支払ったかを記載ください。

2023年3月
実施日

5日

曜日

時間

9:30～11:30

外部グランド（未予約） or 桜ヶ丘（午前中）

練習（6年を除く）

練習時間中

練習グランド

更新手続き

家族単位ではなく、各学年別にお願いします。 封
筒に名前、学年、金額を記載してください。対外交
流費は下の学年でお支払いいただき、封筒にはど
の学年で支払ったかを記載ください。

高山S.C.グランド（確定）

生駒市ラグビーカーニバル（全学年）

卒部式。

練習グランド

更新手続き（最終）

家族単位ではなく、各学年別にお願いします。 封
筒に名前、学年、金額を記載してください。対外交
流費は下の学年でお支払いいただき、封筒にはど
の学年で支払ったかを記載ください。

9:00～15:00

天理親里ラグビー場

第11回若草杯ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流会（確定）

タグ大会

9：30～16:00

花園第ⅡＧ、練習Ｇ、東大阪多目的Ｇ（トライ 大阪府ラグビースクール6年生卒業記念親善試合
スタジアム）
兼 第7回ロータリフレンドシップマッチ（予定）

日

19日

日

土・日

日

未定

第14回近畿関西スクールジュニア・ラグビーフット
ボール新人交流大会（予定）

グランドは17時まで使用可能です。

6年生 昨年は卒部式と重なり辞退
スクール選抜中学部（選抜チームで参加）
は中止になりました。

9:15～10:15

練習 幼児、1年、2年、タグ

（注意！）車は10:30迄に退出してください。

練習 3年、4年、5年、6年

（注意！）車は10:30以降に来てください。

9:15～12:15

桜ヶ丘小学校

練習中

17:00～
日

淡路佐野運動公園

6年生

10:45～12:15

9:30～11:30

26日

備考

2023年度 奈良県スクール卒業試合（予定）

練習時間中

18日、19日

行事

天理親里競技場

9:30～午前中

12日

場所

8：30～12:00

練習はお休みです。

昨年

練習 生駒中学部
用具の引継ぎ

すべての用具を持ってきてください。(注意！）

滝寺S.C.体育館

ミニラグビー講習会（生駒市体協）3回目（確定）

講習会参加学年未定

一休（予定）

指導者委員会･懇親会（予定）

実施予定。

