
No.1　　

　期　　日 内　　容 会　　場　　等 担当

4月上旬
　　　～3月下旬

岐阜県内で開催される試合等へマッチドクターの
派遣を行う

各試合会場 医　務

２月～５月 県内中学生合同練習会（第１期） 各務原市自衛隊グランド 中学校

４月～３月 協会ホームページおよびGRFUアプリ更新作業 (株)アドプランナーほか 広報

４月～８月 ハンドブック発刊業務 (株)アドプランナーほか 広報

4月初旬 東海大学リーグ　7人制大会 愛知学院大学 大学・高専

4月10日 第１回全国高体連ラグビー専門委員長会議 ＹＭＣAアジア青少年センター 高校

4月12日～6月7日
春季リーグ
※Ａ優勝は９月開催の関西クラブ大会に出場

グリーンフィールド中池：　日間
自衛隊グランド：　日間
朝日大学ラグビー場：　日間
長良川球技メドウ：　日間

社会人
クラブ

4月12日 第１回高体連ラグビー専門部顧問代表者会議 関商工高等学校 高校

4月12日 強化担当者会議 メモリアルセンター 強化

4月中旬 スクール委員会・交流会 岐阜市 スクール

４月下旬 広報委員会 未定 広報

4月-5月 第45回東海北陸医歯薬系大学ラグビー大会 パロマ瑞穂ラグビー場 大学・高専

4月24日 第１回岐阜県レフリー研修会（レフリングテーマの選定） ふれあい福寿会館 レフリー

4月24日 平成27年度岐阜県安全推進講習会 ふれあい福寿会館302号会議室 医　務

4月24日 平成２８年度岐阜県安全推進講習会 ふれあい福寿会館会議室 安全対策

4月29日 ぎふタッチラグビー大会 長良川球技メドウ 事務局

4月30日
清流の国春のレクリエーションフェスティバル2016
　タッチラグビーコーナー協力

海津市平田リバーサイドプラザ
多目的広場

事務局

５月２～５日 関西トップレフリー研修会 天理高校 レフリー

5月6日
　　～6月5日

県高校総合体育大会 長良川球技メドウ 高校

5月7日 普及育成委員会 ビュッフェ 普及育成

5月7・8日 第７回　関西・一宮セブンズ大会 一宮市光明寺公園球技場
社会人
クラブ

5月 スクール委員会 未定 スクール

5月22日 Ｃ級レフリー認定講習会 長良川球技メドウ レフリー

5月下旬 県内スクール、ミニラグビー交流会 岐阜市 スクール

随　時 岐阜県・県体協への対応 強化

随　時 県内活動者の発掘など 強化

平成２８年度　事業計画
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6月4日 委員会 ビュッフェ
社会人
クラブ

６月１０日
　　～１２日

Ｂ級レフリー認定講習会 東海学園大学 レフリー

６月１７日（水） 東海ブロック国体　セレクション委員会（成年） ビュッフェ 強化

６月１８・１９日 東海トップレフリー研修会 関グリーンフィールド中池 レフリー

6月18日
　　～6月19日

東海高校総合体育大会 グリーンフィールド中池 高校

６月２５,２６日

東海ブロック中学生ラグビーフットボール大会（春季）
＜１回戦＞
岐阜県中学校選抜　　VS　三重県中学校選抜
岐阜県スクール選抜　VS　愛知県スクール選抜
＜決勝・３決＞
岐阜県中学校選抜　　VS　○○県中学校選抜
岐阜県スクール選抜　VS　○○県スクール選抜

浜松市遠州灘海浜公園球技場 中学校

6月26日 県高等学校７人制大会 グリーンフィールド中池 高校

６月下旬～７月中旬 東海ブロック国体　セレクション委員会（少年） 関商工高校 強化

7月-8月 第68回　西日本医科学生体育大会 神鍋高原 大学・高専

7月3日
バローグループ×サントリーグループ共同企画
　サントリーサンゴリアスラグビー教室

朝日大学 事務局

７月６日（月） 第1回競技力向上検討会 メモリアルセンター 強化

7月10日 関西協会　トップコーチ会議 大阪府 コーチ

7月10日 第２１回　ギフセブンズ大会 朝日大学グランド
社会人
クラブ

7月 スクール委員会 未定 スクール

7月16日
　　～7月19日

第２回全国高校７人制大会 菅平サニアパーク 高校

7月18日 ２８年度ルール伝達講習会・安全対策研修会 長良川スポーツプラザ レフリー

7月17日
安全対策研修会
セーフティアシスタント認定講習会

長良川スポーツプラザ 安全対策

7月18日 第２回岐阜県レフリー研修会（映像研修） 長良川スポーツプラザ レフリー

７月２９,３０,３１日
第３７回関西中学生ラグビーフットボール大会
第１８回関西中学生ラグビーフットボールジャンボリー

飛騨市数河高原 中学校

 ７月下旬　～８月上旬 関西レフリーブラッシュアップ研修（飛騨市長杯） 数河高原 レフリー

８月 第３回岐阜県レフリー研修会（実技研修） 菅平高原 レフリー

8月13日 タグラグビー指導者講習会準備会議 ビュッフェ 普及育成

8月19日～21日 夏合宿・交流会 数河高原 スクール

８月下旬 広報委員会 未定 広報

8月20・21日 第３７回東海ブロック大会 愛知県
社会人
クラブ
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8月23日 タグラグビー指導者講習会 岐阜聖徳学園大学 普及育成

９月～１２月
トップリーグ広報
（ポスター作成、チケット販売等）

(株)アドプランナーほか 広報

９月～１０月 県内中学生合同練習会（第２期） 各務原市自衛隊グランド 中学校

9月-11月 東海学生リーグ戦（A1・A2・B・C）  メドウパロマ瑞穂ラグビー場など 大学・高専

9月3日 第２８回　関西クラブ大会 岡山県美作市
社会人
クラブ

9月3日 委員会＆代表者会議 ビュッフェ
社会人
クラブ

9月4日 コーチ委員会 岐阜第一高校 コーチ

9月4日～12月4日
東海リーグ
(ぎふ清流ラガーズがAに参戦)

愛知県・岐阜県
三重県･静岡県

社会人
クラブ

9月11日 第６回県内中学生７人制大会 長良川球技メドウ 中学校

9月18日 日本ラクビー協会スタートコーチ認定講習会 岐阜第一高校 コーチ

9月18日 第９回　岐阜県民スポーツ大会
中濃地区
グリーンフィールド中池（関市）

社会人
クラブ

9月20日 第２回高体連ラグビー専門部顧問代表者会議 関商工高等学校 高校

9月25日
全国レクリエーション大会in岐阜
　JTA　Touchrugby　in　岐阜

海津市平田リバーサイドプラザ
多目的広場

事務局

１０月 第４回岐阜県レフリー研修会（実技研修） 関グリーンフィールド中池 レフリー

10月-11月 東海地区高専大会（予選、順位決定戦） 岐阜高専グランド等 大学・高専

10月15
　　～11月13日

第９５回全国高校ラグビー大会岐阜県予選 長良川球技メドウ 高校

10月19日～12月4日
秋季リーグ
※Ａリーグ上位2チームは、3月開催の
　関西・一宮セブンズ大会予選に出場

グリーンフィールド中池：　日間
自衛隊グランド：　日間
朝日大学ラグビー場：　日間
長良川球技メドウ：　日間

社会人
クラブ

10月下旬 県内スクール、ミニラグビー交流会 岐阜市 スクール

１１月１２,１３日

東海ブロック中学生ラグビーフットボール大会（秋季）
＜１回戦＞
岐阜県中学校選抜　　VS　○○県中学校選抜
岐阜県スクール選抜　VS　○○県スクール選抜
※春季大会の結果に準ずる

瑞穂ラグビー場 中学校

11月 スクール委員会 未定 スクール

11月19日 サントリーカップタグラグビー岐阜県予選準備会議 ビュッフェ 普及育成

11月27日 サントリーカップタグラグビー岐阜県予選 長良川メドウ球技場 普及育成

11月下旬
サントリーカップ
第12回全国小学生タグラグビー選手権大会岐阜県大会
　役員派遣

長良川球技メドウ スクール

１２月 第2回競技力向上検討会 メモリアルセンター 強化

12月1日
東海４県代表戦（チャレンジマッチ）
　１回戦東海リーグ　入れ替え戦

岐阜県愛知県
社会人
クラブ
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12月2日 委員会(反省会) 未定
社会人
クラブ

12月4日 岐阜県ジュニア委員会 ビュッフェ 中学校

12月6日 第３回高体連ラグビー専門部顧問代表者会議 関商工高等学校 高校

12月11日
ジャパンラグビートップリーグ　2016-2017
※対戦相手は5月中旬に発表されます

長良川球技メドウ 事務局

12月11日
ジャパンラグビートップリーグ
　エスコートキッズ参加

長良川球技メドウ スクール

12月 第53回　全国大学選手権大会
秩父宮ラグビー場
パロマ瑞穂ラグビー場

大学・高専

12月～1月 全国クラブ大会 関東
社会人
クラブ

12月26日 第１回全国高体連ラグビー専門委員長会議 ホテルアウィーナ大阪 高校

12月27日
　　～1月7日

第９５回全国高校ラグビー大会 東大阪市花園ラグビー場 高校

１２月２９,３０,３１日
第２２回全国ジュニアラグビーフットボール大会
※東海地区から各ブロックの優勝チームが出場

大阪府近鉄花園ラグビー場 中学校

1月 第47回　全国高等専門学校大会 神戸ユニバー補助競技場 大学・高専

1月9日
　　～1月29日

平成28年度県高校ラグビー新人大会 長良川球技メドウ 高校

1月14日 コーチ委員会 岐阜第一高校 コーチ

１月 スクール委員会 未定 スクール

1月21日 サントリーカップタグラグビー東海大会 未定 普及育成

２月 平成２９全国安全推進講習関西協会ブロック伝達講習会 大阪 安全対策

2月1日 委員会＆代表者会議 ビュッフェ
社会人
クラブ

2月10日 関西協会　コーチ委員長会議 大阪府 コーチ

2月12日 平成2８年度関西医務委員会総会 ホテルアウイーナ大阪 医　務

２月１８・１９日 東海選抜大会  磐田市ユメリア遠州灘海浜公園 レフリー

2月18日
　　～2月25日

東海高校選抜ラグビー大会 豊田獅童剛運動公園 高校

２月下旬 広報委員会（反省会） 未定 広報

2月24日 県内コーチ研修会 朝日大学 コーチ

2月25日 第５回岐阜県レフリー研修会 レフリー

3月5日 第25回岐阜県ミニラグビーフットボール大会 岐阜市または関市 スクール

3月25日
　～3月27日

平成28年度普及指導講習会・東海高校テンズ 長良川球技メドウ 高校
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