
　期　日 大会・行事 場所等 担当

2021年4月～8月 成年男子、成年女子、少年男子強化練習会 朝日大学など 強化

2021年4月 競技団体強化委員長会議 岐阜メモリアルセンター 強化

2021年4月～2022年3月
GRFUスポンサー協賛内容の企画・募集・広報
業務（年間スポンサー・花園TV中継等）

協会事務所など 広報

2021年4月～2022年3月
GRFU普及活動
スクール合同募集・女子募集ちらし等作成・
配布

協会事務所など 広報

2021年4月～2022年3月 協会ホームページおよびGRFUアプリ更新作業 協会事務所など 広報

2021年4月～2022年3月
県協会主催試合動画撮影・YouTubeアップ業務
（高校東海大会・花園予選、中学生交流戦な
ど）

長良川球技メドウ
グリーン・フィールド中池など

広報

2021年4月～2022年3月 協会活動プレスリリース（岐阜新聞社など） 協会事務所など 広報

2021年4月～5月
県内中学生合同練習会
（高校生との試合）

グリーン・フィールド中池など
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2021年4月～2022年3月
県内で開催される競技会へのマッチデイドク
ター派遣

各試合会場 医務

2021年4月～5月 第49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
（愛知県名古屋市）

大学
高専

2021年4月8日 東海大学リーグ７人制大会
愛知学院大学

（愛知県日進市）
大学
高専

2021年4月13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

（東京都千代田区）
高校

2021年4月14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

2021年4月17日
第7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

2021年4月下旬 岐阜県レフリー研修会 未　定 レフリー

2021年4月下旬 2020年度 定期総会 郵送による書面決議 協会

2021年4月25日～ 安全・インテグリティ推進講習会 オンライン開催 安全対策

2021年5月中 三重国体強化担当者会議 岐阜メモリアルセンター 強化

2021年5月3日～5日 関西トップレフリー研修会
天理高校

（奈良県天理市）
レフリー

2021年5月9日～30日 第68回 岐阜県高等学校総合体育大会
長良川球技メドウ

グリーン・フィールド中池など
高校
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2021年5月8日、9日
第11回 関西・一宮セブンズ大会
（ＡＬＬ岐阜出場）

光明寺公園球技場
（愛知県一宮市）

社会人
クラブ

2021年5月16日～6月27日 社会人・クラブ　春季リーグ戦
自衛隊グランド

朝日大学ラグビー場
社会人
クラブ

2021年6月10日 第20回 朝日大学ラグビー祭 長良川球技メドウ
大学
高専

2021年6月11～13日 関西Ｂ級レフリー認定講習会
愛知学院大学

（愛知県日進市）
レフリー

2021年6月19～20日 東海トップレフリー研修会
スポーツの杜

（三重県鈴鹿市）
レフリー

2021年6月19日～20日
東海ブロック中学生ラグビー大会（春季）
兼 第41回 関西中学生ラグビー大会東海ブ
ロック大会

遠州灘海浜公園球技場
（静岡県浜松市）

中学生
（ｼﾞｭﾆｱ）

2021年6月19日～20日 第67回 東海高等学校総合体育大会 鈴鹿市 高校

2021年6月下旬 関西レフリー委員長会議 未定 レフリー

2021年6月25日～27日
2021年度
U16・U17東海ブロックトライアウト

郡上市 高校

2021年7月～2022年2月 Ａ級コーチ認定講習会　推薦者派遣 大阪府（堺市 ほか） コーチ

2021年7月～10月 県内中学生合同練習会（高校生との試合） グリーン・フィールド中池 ほか
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2021年7月
安全対策研修会
セーフティアシスタント認定講習会

オンライン開催 安全対策

2021年7月 ルール伝達講習会 オンライン開催 レフリー

2021年7月上旬 全国レフリー委員長会議 未定 レフリー

2021年7月～8月 第72回 西日本医科学生体育大会
神鍋高原

（兵庫県豊岡市）
大学
高専

2021年7月3日、4日
第9回
北海道バーバリアンズ7'sトーナメント大会
（ＡＬＬ岐阜出場）

北海道バーバリアンズ
定山渓グランド

（北海道札幌市）

社会人
クラブ

2021年7月16日～19日 第7回 全国高等学校7人制大会
菅平サニアパーク
（長野県上田市）

高校

　　2021年7月30日
　　　　　～8月1日（予定）

第41回 関西中学生ラグビーフットボール大会
第22回 関西中学生ラグビーフットボールジャ
ンボリー

数河高原（予定）
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2021年8月中 競技力向上検討会 岐阜メモリアルセンター 強化
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2021年8月18日 第2回 社会人・クラブ代表者会議 オンライン開催
社会人
クラブ

2021年8月21日～22日 東海ブロック国体予選 静岡県 強化

2021年8月21日 タグラグビーティチャー講習会 関市立桜ヶ丘小学校 普及育成

2021年8月21日～22日 夏合宿 ミニラグビ―交流会（ＲＦ研修会） 数河高原（数河Ｇ、古川Ｇ）
小学生

（ミニ）

2021年8月22日 国民体育大会 第42回 東海ブロック大会 小笠山総合運動公園
（静岡県袋井市）

高校

社会人
クラブ

2021年9月4日、5日 第32回 関西クラブ大会
美作市ラグビー・サッカー場

（岡山県美作市）
社会人
クラブ

2021年9月7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

2021年9月12日 第13回 県民スポーツ大会 朝日大学ラグビー場
社会人
クラブ

2021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

2021年9月26日 タッチラグビー大会 未定
小学生

（ミニ）

2021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

2021年10月3日、4日 第76回 国民体育大会　三重とこわか国体
山崎運動公園多目的グランド

（三重県熊野市）
社会人
クラブ

2021年10月11～17日(2回) キッズラグビー教室 下呂市（会場未定）
小学生

（ミニ）

2021年10月17日～12月5日 秋季リーグ戦
自衛隊グランド

朝日大学ラグビー場
社会人
クラブ

2021年10月23日～14日
令和3年度 全国高等学校総合体育大会
兼 第101回 全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会岐阜県大会

朝日大学グラウンド
長良川球技メドウ

高校

2021年10月30日～11月2日
第33回 全国健康福祉祭ぎふ大会
ねんりんピック岐阜2021
ラグビーフットボール交流大会

まん真ん中広場
高鷲叺高原スポーツ広場

（郡上市）
普及育成

2021年11月6日～7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26回 全国ジュニアラグビー大会　東海
ブロック大会

パロマ瑞穂ラグビー場
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2021年11月7日～21日
　　　　　　（計3回）

キッズラグビー教室
とうしん学びの丘”エール”

芝生広場（多治見市）
小学生

（ミニ）
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2021年11月20日～23日 B級コーチ認定認定講習会（公募者派遣） 愛知県内（未定） コーチ

2021年11月27日
サントリーカップ 第17回 全国小学生タグラ
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

2021年11月28日 中学生高校交流会 長良川球技メドウ 普及育成

2021年12月中旬 競技力向上ヒアリング 岐阜メモリアルセンター 強化

2021年12月 第58回 全国大学選手権大会 秩父宮ラグビー場 など
大学
高専

2021年12月7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

2021年12月11日
バローグループプレゼンツ
岐阜新聞創刊１４０年
トヨタ自動車ヴェルブリッツ

岐阜メモリアルセンター
長良川競技場

協会

2021年12月11日 第3回 社会人・クラブ代表者会議 岐阜市内
社会人
クラブ

2021年12月26日 第2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
（大阪府天王寺区）

高校

2021年12月26～28日(予定)
第26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優勝チームが出場

夢の島競技場（予定）ほか
（東京都江東区）

中学生
（ｼﾞｭﾆｱ）

　　2021年12月27日
　　　　～ 2022年1月7日

令和3年度 全国高等学校総合体育大会
兼 第101回 全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会

花園ラグビー場
（大阪府東大阪市）

高校

2022年1月1日 全国コーチ委員長会議 オンライン開催 コーチ

2022年1月 全国高専大会
神戸ユニバー競技場
（兵庫県神戸市）

大学
高専

2022年1月15日､22日､29日
令和3年度 岐阜県高等学校ラグビーフット
ボール新人大会

グリーン・フィールド中池 高校

2022年1月16日 kousan７'s （合同練習会） 会場未定 普及育成

2022年1月23日 kousan７'s 会場未定 普及育成

2022年1月26日 第4回 社会人・クラブ代表者会議 オンライン開催
社会人
クラブ

2022年2月5日
第8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

2022年2月14日
2022年度 全国安全推進講習関西協会ブロック
伝達講習会

オンライン開催 医務
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2022年2月19～20日 東海トップレフリー研修会 グリーン・フィールド中池 レフリー

2022年2月19日､20日､26日
第26回 東海高等学校選抜ラグビーフットボー
ル大会

グリーン・フィールド中池 高校

2022年2月20日
第30回 岐阜県ミニ・ラグビー大会
（Ｖドラッグ杯争奪６年生）
　※予備日（3月6日）

会場未定
小学生

（ミニ）

2022年2月24日 第1回 社会人・クラブ代表者会議 オンライン開催
社会人
クラブ

2022年3月6日 第24回 ギフセブンズ 朝日大学ラグビー場
社会人
クラブ

2022年3月19日～21日

令和3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8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

2022年度予定 岐阜県C級レフリー認定講習会 未定 レフリー

未定
2022年度 関西ラグビーフットボール協会医務
委員会総会

オンライン開催 医務

未定 Ｃ級コーチエデュケーター講習会 オンライン開催（予定） コーチ

未定 優秀指導者育成事業（優秀指導者招聘事業） 未定 コーチ

毎月第３水曜日 理事会 協会事務所 協会

※各事業の開催日や場所については、変更になる場合があります。また、やむを得ない事情により中止や延期になる場合も
　あります。


