
平成３０年度　事業計画 №1

　期　　日 内　　容 会　　場　　等 担当

300204 平成30年2月4日 平成３０年度全国安全推進講習関西協会ブロック伝達講習会 大阪興国高等学校 8Fメインホール
医務

安全対策

300206 平成30年2月8日 委員会＆代表者会議 事務所 社会人・クラブ

300400 平成30年４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ほか 中学

300400 平成30年4月
２０１８ラグビー祭広報業務

（ちらし・ポスター作成、チケット販売、横断幕広告等）
協会事務所ほか 広　報

300400 平成30年4月～平成31年3月 協会ホームページおよびGRFUアプリ更新作業 協会事務所ほか 広　報

300400 平成30年4月～平成31年3月 協会活動プレスリリース（岐阜新聞社など） 協会事務所ほか 広　報

300400 平成30年4月～平成31年3月 RWC2019機運醸成活動 協会事務所ほか 広　報

300400 平成30年4月～平成30年9月 ハンドブック発刊業務 協会事務所ほか 広　報

300401
平成30年4月1日～平成31年3

月31日
岐阜県内で開催される競技会へのマッチドクターの派遣 各試合会場 医務

300407 平成30年4月7日 第１回スクール委員会（ラグビー祭他）～意見交流会（親睦会） 　決まり次第連絡 スクール

300407 平成30年4月7日
アシックスカップ2018第5回全国高等学校７人制ラグビーフット

ボール大会岐阜県予選
　長良川球技メドウ 高校

300408 平成30年4月8日 東海大学リーグ　7人制大会 愛知学院大学 大学高専

300415 平成30年４月１５日（日） 第１回全国高体連ラグビー専門委員長会議
東京都千代田区

ＹＭＣAアジア青少年センター
高校

300418 平成30年４月１８日（水） 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

300419 　平成３０年４月１９日 第1回レフリー委員会合同研修会 岐阜県協会事務局他 コーチ

300421 平成30年4月22日
岐阜県ラグビーフットボール協会　総会　9：30～

安全推進講習会　11：00～
ふれあい福寿会館301号中会議室 協会

300422 平成30年4月22日（日） 平成30年度岐阜県安全推進講習会 ふれあい福寿会館会議室
医務

安全対策

300422 平成30年4月22日
第２回スクール委員会

（ラグビー祭確認事項～スクール交流会について他）
　ふれあい福寿会舘ロビー スクール

300422 平成３０年４月２２日 第１回岐阜県レフリー研修会 ふれあい福寿会館 レフリー

300428 平成30年4月29日
２０１８岐阜県ラグビー祭

招待試合（朝日大学×早稲田大学）
長良川球技メドウ 協会

300429 平成30年4月29日 岐阜県ラグビー祭　エスコートキッズ 長良川球技メドウ スクール

300429 平成30年4月29日 岐阜県ラグビー祭 長良川球技メドウ 大学高専

300430 平成30年4月30日 早稲田大学　ラグビークリニック グリーンフィールド中池 スクール

300431 平成30年4月-5月 第47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

300512 平成30年5月12・13日 第９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

300514
平成30年5月13日（日）、19日（土）

26日（土）、6月3日（日）
第６６回岐阜県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技

１回戦、２回戦、敗者戦、準決勝、決勝
グリーンフィールド中池

長良川球技メドウ
高校

300515 平成３０年５月中旬 第２回岐阜県レフリー研修会
グリーンフィールド中池
又は　長良川球技メドウ

レフリー

300519 　平成３０年５月１９日 関ラグビースクール　視察 関市内 コーチ

300519 平成３０年５月１９日 第1回コーチ委員会 岐阜県協会事務局 コーチ

300520 平成30年5月20日～6月24日 春季リーグ 自衛隊グランド・朝日大学ラグビー場 社会人・クラブ

300520 平成30年5月20日 　春季　県内スクールミニラグビー交流会 　岐阜市北西部グラウンド（芝生公園・クレー） スクール

300523 平成30年5月23日 第1回　　強化委員会 協会事務所 強化(女子)

300527 平成３０年５月２７日 Ｃ級レフリー認定講習会 長良川球技メドウ レフリー

300530 平成30年5月30日 第1回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

300600 平成30年6月 委員会 事務所 社会人・クラブ



№2

　期　　日 内　　容 会　　場　　等 担当

300608 平成３０年６月８～１０日 Ｂ級レフリー認定講習会 愛知学院大学 レフリー

300610 平成30年6月10日 第17回 朝日大学ラグビー祭 長良川球技メドウ 大学高専

300616 平成３０年６月１６・１７日 東海トップレフリー研修会（東海高校総体） パロマ瑞穂球技場 レフリー

300617 平成30年6月17日 U18東海ブロック高校女子選考会 瑞穂ラグビー場 強化(女子)

300617
平成３０年６月１６日
（土）～１７日（日）

第６５回東海高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技 愛知県 高校

300623 平成３０年６月２３,２４日
東海ブロック中学生ラグビーフットボール大会（春季）　兼

第３９回関西中学生ラグビーフットボール大会東海ブロック予選会
浜松市遠州灘海浜公園　※予定 中学

300628 平成30年6月28日 セレクション委員会 協会事務所 強化(女子)

300700 平成３０年７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ほか 中学

300708 平成30年7月8日（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

300708 平成３０年７月８日 ３０年度ルール伝達講習会 長良川スポーツプラザ レフリー

300708 平成３０年７月８日 第３回岐阜県レフリー研修会 長良川スポーツプラザ レフリー

300710 平成30年7月上旬 広報委員会 未定 広　報

300712 平成30年7月12日
第３回スクール委員会

（夏季合宿、交流会およびレフリー研修会について他）
　事務所 スクール

300712 平成30年7月12日 第2回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

300714 　平成３０年７月１４日 強化コーチ養成講習会　佐藤剛史氏、大藪弘佑氏　派遣予定 東京都青少年オリンピック記念公園 コーチ

300714 　平成３０年７月１４日～１６日
岐阜県体育協会　優秀指導者育成事業

強豪チーム研修　炭竈宏光氏派遣
神奈川県横浜ラグビースクール コーチ

300715
平成３０年７月２０日
（金）～２３日（月）

アシックスカップ2018第５回全国高等学校７人制
ラグビーフットボール大会

長野県上田市菅平サニアパーク 高校

300722 平成30年7月22日 第２３回　ギフセブンズ大会 朝日大学グランド 社会人・クラブ

300722 平成30年7月22日 　安全講習会（ＡＥＤ体験）：４年生以上の生徒・保護者・指導者 　決まり次第連絡 スクール

300724 　平成３０年７月２４日 第2回レフリー委員会合同研修会 岐阜県協会事務局他 コーチ

300727 平成３０年７月２７,２８,２９日
第３９回関西中学生ラグビーフットボール大会

第２０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

300727 　平成３０年７月２７日～２９日 強豪チーム研修　炭竈宏光氏派遣 長野県菅平高原 コーチ

300730 平成30年７月30～8月2日 全国高等学校女子合同チームラグビー大会 菅平 強化(女子)

300731 平成30年7月-8月 第70回　西日本医科学生体育大会 神鍋高原 大学高専

300800 平成30年8月 委員会＆代表者会議 事務所 社会人・クラブ

300804 　平成３０年８月４日 県内スクール他　視察 関市内 コーチ

300811 平成30年８月４日～５日 女子強化合宿 ひるがの高原　叺グランド 強化(女子)

300815
平成３０年８／１５，２

６、９／２，９
中学生体験会

長良川球技メドウ、自衛隊グランド、
ライン公園グランド、グリーンフィールド中池 普及育成

300817 平成30年8月17日 タグラグビーティーチャー講習会準備 コメダ珈琲店 普及育成

300818 平成30年8月18日 タグラグビー指導者講習会 岐阜聖徳学園大学附属小中学校 普及育成

300818 平成３０年８月１８～１９日 　夏合宿　ミニラグビー・関西地区交流会 　数河高原（数河Ｇ，古川Ｇ） スクール

300820 平成30年8月20日 タグラグビーティーチャー講習会反省会 コメダ珈琲店 普及育成

300822 　平成３０年８月２２日～２４日 強豪チーム研修　炭竈宏光氏派遣 東京都本郷中学校 コーチ

300825 平成30年8月25・26日 第３９回東海ブロック大会  岐阜メモリアルセンター長良川競技場 協会

300900 平成30年9月 第３０回　関西クラブ大会 岡山県美作市 社会人・クラブ
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300901 平成３０年９月上旬 第４回岐阜県レフリー研修会 協会事務所 レフリー

300910 平成30年9月10日 第3回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

300911
平成３０年９月１１日

（火）
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

300913 平成30年9月13日 第2回　　強化委員会 協会事務所 強化(女子)

300916 平成30年9月-11月 東海学生リーグ戦（A1・A2・B・C） 長良川球技メドウ・パロマ瑞穂ラグビー場など 大学高専

300916 平成30年9月16日 第１１回　岐阜県民スポーツ大会 飛騨地区　数河高原古川ラグビー場 社会人・クラブ

300920 平成30年9月20日
第４回スクール委員会

（スクール交流会について他）
　事務所 スクール

300923 平成30年9月～11月 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

300926 平成３０年９月２６日 第2回コーチ委員会 岐阜県協会事務局 コーチ

301001 平成30年10月-11月 東海地区高専大会（予選、順位決定戦） 岐阜高専グランドなど 大学高専

301001 平成30年10月1日～5日 福井国体 福井県小浜市 強化

301001 平成30年10月1・2日 福井しあわせ元気国体 小浜市総合運動場陸上競技場・多目的グラウンド
（福井県小浜市）

社会人・クラブ

301007 平成30年10月～11月 秋季リーグ 自衛隊グランド 社会人・クラブ

301020
平成30年10月20日（土）、28日

（日）、11月4日（日）、11日（日）
平成30年度全国高等学校総合体育大会

第９８回全国高等学校ラグビーフットボール大会岐阜県大会１回戦、準決勝、決勝
グリーンフィールド中池

長良川球技メドウ
高校

301028 平成30年10月28日 　タッチラグビー大会 　竹橋Ｇ（岐阜ＲＳグラウンド） スクール

301108 平成30年11月8日 第3回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

301110 平成３０年１１月１０,１１日
東海ブロック中学生ラグビーフットボール大会（秋季）　兼

第２４回全国ジュニアラグビー大会　東海ブロック大会
瑞穂ラグビー場 中学

301113 平成３０年１１月１３日 第3回コーチ委員会 岐阜県協会事務局 コーチ

301124 平成30年11月24日 サントリーカップ第15回全国小学生タグラグビー選手権大会岐阜県予選準備 長良川球技メドウ 普及育成

301126 平成30年11月25日 第１５回サントリーカップ小学生タグラグビー選手権大会岐阜県予選 長良川球技メドウ 普及育成

301128 平成30年11月28日 サントリーカップ第15回全国小学生タグラグビー選手権大会岐阜県予選反省会 コメダ珈琲店 普及育成

301129 平成30年11月29日
第５回スクール委員会

（上半期の反省およびスキルＵＰミーティング）
　事務所 スクール

301130 平成３０年１１月下旬 第５回岐阜県レフリー研修会 協会事務所 レフリー

301200 平成30年12月 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

301200 平成30年12月～平成31年1月 全国クラブ大会 未定 社会人・クラブ

301200 平成30年12月 委員会(反省会) 未定 社会人・クラブ

301200 平成３０年１２月未定
平成３０年度全国高等学校総合体育大会

第９８回全国高等学校ラグビーフットボール大会　壮行会
岐阜工業高等学校グラウンド 高校

301201 平成30年12月 第55回　全国大学選手権大会 秩父宮ラグビー場など 大学高専

301202 平成30年12月2日 U15/U16ラグビーフットボール交流会 長良川球技メドウ 普及育成

301202 平成30年12月2日 中学委員会 長良川球技メドウ 中学

301204
平成３０年１２月４日

（火）
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

301205 平成30年12月5日 第3回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

301226
平成３０年１２月２６日

（水）
第２回全国高体連ラグビー専門委員長会議

大阪市天王寺区
ホテル　アウィーナ大阪

高校

301227
平成３０年１２月２７日

（木）２８日（金）
平成３０年度全国高等学校総合体育大会

第９８回全国高等学校ラグビーフットボール大会　開会式、１回戦
東大阪市花園ラグビー場 高校

301229 平成３０年１２月２９,３０,３１日
第２４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

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 中学
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310100 平成31年１月～３月 県内中学生合同練習会 各務原市自衛隊グランドほか 中学

310101 平成31年1月 全国高専大会 神戸ユニバー競技場 大学高専

310111 平成31年1月11日 第3回　　女子委員会 協会事務所 強化(女子)

310113
平成31年1月12日（土）、19

日（土）、27日（日）
平成３０年度岐阜県高等学校ラグビーフットボール新人大会１回

戦、敗者戦、準決勝、３位決定、決勝
グリーンフィールド中池

長良川球技メドウ
高校

310122 平成３１年１月２２日 第4回コーチ委員会 岐阜県協会事務局 コーチ

310124 平成31年1月24日
第６回スクール委員会

（岐阜県スクール大会について他）
事務所 スクール

310200 平成31年2月 委員会＆代表者会議 事務所 社会人・クラブ

310203 平成３１年２月３日 関西コーチ委員長会議 関西協会 コーチ

310203 平成３１年２月３日（日） 第６回東海高等学校ラグビーフットボール10人制交流大会岐阜県予選 グリーンフィールド中池 高校

310206 平成31年2月6日 委員会＆代表者会議 事務所 社会人・クラブ

310209 　平成３１年２月９日
(公財)日本ラグビー協会

新スタートコーチブラッシュアップ講習会
朝日大学 コーチ

310211 平成31年2月11日 女子育成プロジェクト 朝日大学 強化(女子)

310216 平成３１年２月１６・１７・２３日 東海トップレフリー研修会（東海高校選抜大会） 三重交通G スポーツの杜 レフリー

310217 平成31年2月17日 　第２６回岐阜県ミニ・ラグビー大会（Ｖドラッグ杯争奪＝６年生） 　長良川球技メドウ スクール

310217
平成31年2月16日（土）、17

日（日）、23日（土）
平成３０年度第２３回東海高等学校選抜ラグビーフットボール大会 三重県鈴鹿市スポーツの杜 高校

310220 平成31年2月下旬 広報委員会（反省会） 未定 広　報

310303 　平成３１年３月３日 　GRFUコーチングセミナー 朝日大学 コーチ

310313 平成３１年３月１３日 第5回コーチ委員会 岐阜県協会事務局 コーチ

310324
平成31年3月23日（土）、24

日（日）、25日（月）
平成３０年度東海高等学校ラグビーフットボール普及指導講習会

第６回東海高等学校ラグビーフットボール１０人制交流大会
長良川球技メドウ 高校

高校委員会（適宜開催） 高校

＊スクール委員会の開催は、上記以外にも委員長の招集により開催する。 スクール

毎月第3水曜日 理事会 協会事務所 協会

平成３０年度　事業計画


