
　期　日 大会・行事 場所等 担当

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

2022年4月～2023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

2022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

2022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

2022年4月～2023年3月
　　　　　　（18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）

2022年4月～ 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

2022年4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

随　時 岐阜ラグビー少年チーム強化練習会 長良川球技メドウ ほか 高校

2022年4月～2023年3月
　　　　　　（２回程度）

女子ラグビー交流会 岐南町町民グランド 女子

2022年4月～20223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

2022年4月～2023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

2022年4月～2023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

2022年4月～2023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

2022年4月～2023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

2022年4月3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

2022年4月16日
第11回全国高校7人制ラグビーフットボール大
会県予選

長良川球技メドウ 高校

2022年4月17日 関西学生セブンズフェスティバル
花園ラグビー場

（大阪府東大阪市）
大学
高専

2022年4月24日 関西レフリー委員長会議 オンライン開催 レフリー

2022年4月30～5月4日 関西B級レフリー認定講習会
朝明高校

（三重県四日市市）
レフリー

2021年5月中 国体強化担当者会議 岐阜メモリアルセンター 強化
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2022年5～6月 社会人・クラブ　春季リーグ戦 自衛隊グランド ほか
社会人
クラブ

2022年5～7月 2022年度 関西大学春季トーナメント戦
花園ラグビー場

　　（大阪府東大阪市）ほか
大学
高専

2022年5月3～5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

2022年5月7～29日 第70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

2022年5月14,15日 第13回関西・一宮セブンズ
光明寺公園球技場
（愛知県一宮市）

社会人
クラブ

2022年5月21日 岐阜県中学生交流会 グリーン・フィールド中池
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2022年6月 中学女子選抜強化練習会 岐南町町民グランド 女子

2022年6月～2023年8月 国体成年女子強化練習会 長良川球技メドゥ 女子

2022年6月18～19日 東海トップレフリー研修会
パロマ瑞穂ラグビー場
（愛知県名古屋市）

レフリー

2022年6月18,19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43回関西中学生ラグビーフッ
トボール大会東海ブロック大会

三重交通Ｇスポーツの杜
（三重県鈴鹿市）

中学生
（ｼﾞｭﾆｱ）

2022年6月18,19日
太陽生命カップ第13回全国中学生ラグビー
フットボール大会 関西地区予選

　　花園ラグビー場 ※予定

（大阪府東大阪市）
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2022年6月18,19日 第69回東海高等学校総合体育大会
パロマ瑞穂ラグビー場
（愛知県名古屋市）

高校

2022年7月上旬 全国レフリー委員長会議 未　定 レフリー

2022年7月中旬 岐阜県ルール伝達講習会 オンライン開催 レフリー

2022年7月 朝日大学ラグビー祭 朝日大学グラウンド
大学
高専

2022年7月2,3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

2022年7月20日～25日 Ａ級コーチ認定講習会　推薦者派遣
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
（大阪府堺市）

コーチ

2022年7月29～31日
第43回関西中学生ラグビーフットボール大
会・第24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
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）
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2022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

2022年8月 タグラグビーティチャー講習会 関市立旭ヶ丘中学校
普及
育成

2022年8月20,21日 国民体育大会 第43回 東海ブロック大会 長良川球技メドウ
社会人
クラブ

2022年8月20日 第44回東海ブロック国体 長良川球技メドウ 高校

2022年9～11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

2022年9月10,11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

2022年9月11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

2022年9月17～19日
太陽生命カップ第13回全国中学生ラグビー
フットボール大会

茨城県（予定）
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2022年9月26日 タッチラグビー大会 岐阜市北西部グランド
小学生

（ミニ）

2022年10月(2回) キッズラグビー教室（下呂体験会） 下呂市（会場未定）
小学生

（ミニ）

2022年10～11月 社会人・クラブ　秋季リーグ戦 自衛隊グランド ほか
社会人
クラブ

2022年10年3,4日 第77回国民体育大会　いちご一会とちぎ国体 栃木県
社会人
クラブ

2022年10月29日～11月13日
第102回全国高等学校ラグビーフットボール岐
阜県大会

長良川球技メドウ ほか 高校

2022年11月～ 第59回全国大学選手権大会 秩父宮ラグビー場 など
大学
高専

2022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

2022年11月15,16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28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
（愛知県名古屋市）

中学生
（ｼﾞｭﾆｱ）

2022年11月26日 岐阜県中学生交流会（普及育成） 長良川球技メドウ
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2022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

2022年12月3日 中学生・高校生交流大会 長良川球技メドウ
普及
育成
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2022年12月26～28日
第28回全国ジュニアラグビーフットボール大
会

東京都（予定）
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2023年1月 全国コーチ委員長会議 オンライン開催 コーチ

2022年1月 kousan７'s （合同練習会） 岐阜県内高校グランド
普及
育成

2022年1月 kousan７'s 岐阜県内高校グランド
普及
育成

2023年1月14～29日
令和4年度岐阜県高等学校ラグビーフットボー
ル新人大会

長良川球技メドウ ほか 高校

2023年2月4日 岐阜県中学生交流会 グリーン・フィールド中池
中学生

（ｼﾞｭﾆｱ）

2023年2月18～19日 東海トップレフリー研修会 三重県鈴鹿市 レフリー

2023年2月18～25日 第27回東海高等学校選抜大会
三重交通Ｇスポーツの杜

（三重県鈴鹿市）
高校

2023年2月19日
第31回 岐阜県ミニ・ラグビー大会
（Ｖドラッグ杯争奪６年生）

関中池多目的広場
小学生

（ミニ）

2023年3月5日 第24回ギフセブンズ 朝日大学ラグビー場 ※予定
社会人
クラブ

毎月第３水曜日 理事会
協会事務所

オンライン開催
協会

未　定
2023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 JRFUC級レフリー認定講習会 未　定 レフリー

未　定 JRFUミニラグビーレフリー認定講習会 未　定 レフリー

未　定 Ｃ級コーチ資格取得講習会 未　定 コーチ

※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、諸事情により中止や延期になる場合もあります。


