
２０１９年度　事業計画 （１／５）

月
19 競技団体代表者会議 県教育センター 毎週火曜日 大平スポーツネット　タグ教室 大平西小 21 77ジュニア練習会 國栃
21 平成3１年度総会 県教育会館

21 安全推進講習会 県教育会館

第１回理事会 久和倉庫 白鴎大学交流会 19 ７７ジュニア練習会 県総合
15 第７７回国体県準備委員会 県庁北別館

8 関東協会総会 30 ７７ジュニア練習会 國栃
29 トップリーグカップ戦 足利陸上

第２回理事会 久和倉庫 栃木子ども元気アップ塾 県教育センター 7 ７７ジュニア練習会 國栃
競技別ヒアリング 県庁北別館 14・15 菅平ジャンボリー 菅平

23～25 国民体育大会関東ブロック大会 千葉市・市原市 30 県タグ大会 栃木市
タグラグビーティーチャー研修会 御幸ヶ原小

栃木茨城合同研修会
スポーツ交流祭タグ教室

第３回理事会 久和倉庫 21 ７７ジュニア練習会 國栃
29～10/3 国民体育大会 水戸市 29 宇都宮ラグビー祭 県総合

15 関東協会主催試合 足利陸上

県民スポーツ大会 県総合 タグラグビー交流会 13 栃木市ラグビー祭 國栃
27 ７７ジュニア練習会 國栃

第4回理事会 久和倉庫 委員会 吹上小 17 佐野ラグビー祭 佐野陸上

24 ７７ジュニア練習会 國栃

8 全国大会県予選 県総合 22 ７７ジュニア練習会 國栃

競技団体ヒアリング 県庁南別館 20 全国大会北関東ブロック予選 栃木市
タグラグビー教室(3回)

第5回理事会 久和倉庫 全国大会 1・2 栃木市カップ 國栃・栃木市

22 佐野市内大会 佐野多目的 9 北関東大会 佐野陸上

関東協会指導者研修会

1 足利交流大会 足利五十部公園
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タグラグビー県協会 スクール



２０１９年度　事業計画 （２／５）

月
21 77ジュニア練習会 國栃 27 県高校総体 県総合

19 ジュニア交流戦 県総合 4・１１ 県高校総体 県総合・栃木市 5月～６月 県社会人大会 県総合・鬼怒G

蛇尾川緑地

15・16 東日本U15クラブ大会 千葉県 7～9 関東大会 相模原市 東日本クラブ選手権北関東予選 県総合
23 佐野協会長杯 佐野市 15 全国7人制大会予選 佐野陸上

30 ７７ジュニア練習会 國栃 16・22 国体予選（少年） 佐野多目的・國栃

7 ７７ジュニア練習会 國栃
26～28 菅平ジャンボリー 菅平 20～22 全国セブンズ 菅平

23・25 国民体育大会関東ブロック大会 千葉市・市原市

　
21 ７７ジュニア練習会 國栃 7 中部支部大会 県総合
29 宇都宮ラグビー祭 県総合 29～10/3 国民体育大会 水戸市 　

20 東日本1stステージ 茨城県 26 全国大会県予選 県総合 10月～12月 県総合選手権大会 県総合・鬼怒G

27 ７７ジュニア練習会 國栃 10月～12月 東日本トップクラブリーグ 県総合
東日本クラブ選手権北関東予選 未定
県民スポーツ大会 県総合

9・10 東日本ファイナルステージ 千葉県 3・１０ 全国大会県予選 県総合・佐野陸上

17 佐野ラグビー祭 佐野陸上 南部支部大会 國栃
24 ７７ジュニア練習会 國栃

22 ７７ジュニア練習会 國栃 21 中部支部新人戦 県総合
27～1/7 全国大会 東大阪市

11・18・25 県新人大会 國栃

15・16 関東新人大会※本県開催 県総合
21・22 関東新人大会 前橋市

22 都県対抗戦 前橋市

2  保護者説明会 足利五十部公園 20・21 関東合同大会 熊谷市
8・9 　東日本U15選抜大会 水戸市 24～31 全国選抜 熊谷市
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クラブ高校ジュニア



２０１９年度　事業計画 （３／５）

月
20 強化練習会 白鷗大学

4・25 強化練習会 白鷗大学

16・22 国体予選（選手選考会） 佐野陸上・國栃 1・15 強化練習会 白鷗大学

25・26 強化練習会 國栃 6・20 強化練習会 白鷗大学 28～8/1 強化遠征 菅平

19～22 強化練習会 國栃 3・17 強化練習会 白鷗大学 1～13 強化合宿 菅平
21～24 強化練習会 國栃

23・25 国民体育大会関東ブロック大会 天台・ちはら台 24 国民体育大会関東ブロック大会 ちはら台 24 国民体育大会関東ブロック大会 天台

29・30・2・3 国民体育大会 ツインフィールド 30・10/1 国民体育大会 ケーズデンキ 10/２・3 国民体育大会 ケーズデンキ

12・13 横浜市セブンズ 横浜市

 

7・15・20 国体Ｂチーム練習会 國栃　他 21・22 ブレイブルーブカップ 府中市
21・22 関東合同チーム大会 熊谷市
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強化（女子）強化（成年）強化（少年）



２０１９年度　事業計画 （４／５）

月
19 競技団体代表者会議 県教育センター 21 安全推進講習会 県教育会館 通年各種大会レフリー派遣
19 国体選手指導者研修会 県教育センター 第１回委員会
21 77ジュニア練習会 國栃 B級、B級候補、C級候補研修

高校全国選抜AR派遣 熊谷市

15 第７７回国体県準備委員会 県庁北別館 高校県総体医師派遣 レフリーコーチ研修
19 ７７ジュニア練習会 県総合 レフリー講習会
25 国体選手指導者研修会 県教育センター  B級、B級候補・C級候補研修

関東大学オープン戦派遣
初心者研修

15 国体選手指導者研修会 県教育センター 高校国体予選医師派遣 7～9 高校関東大会 相模原市

30 ７７ジュニア練習会 國栃 トップリーグ医師派遣 ﾚﾌﾘｰ1名、ｺｰﾁ１名派遣予定

関東大学オープン戦派遣
B級・B級候補・C級候補研修

　
7 ７７ジュニア練習会 國栃 SA講習会 第2回委員会

競技別ヒアリング 県庁北別館

23～25 国民体育大会関東ブロック大会 千葉県 2～4 県菅平研修 菅平
10・11 B級認定講習会(２名受講） 菅平
16～18 県菅平研修 菅平

1 チームとちぎJr認定証授与式 県教育センター

7 とちち未来アスリート 中1 國栃 関東協会医務委員長会議 23 佐野フェスティバル研修 佐野陸上

14 とちぎ未来アスリート 中3 國栃 28～10/3 国体視察 茨城県
21 ７７ジュニア練習会 國栃
21 とちぎ未来アスリート 小5小6 國栃

29～10/3 国体視察 水戸市
20 チームとちぎJr実技講習会 今市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第3回委員会
27 ７７ジュニア練習会 國栃 C級研修
30 国体選手指導者研修会 県教育センター 26 高校全国大会県予選研修 県総合

ジュニア・スクールレフリー研修

定期研修
9 とちぎ未来アスリート 中2 國栃 高校全国大会県予選医師派遣 3・10 高校全国大会県予選研修 県総合・佐野陸上

16 とちぎ未来アスリート 小4 國栃 17 佐野ラグビー祭研修 佐野陸上

24 ７７ジュニア練習会 國栃 ジュニア・スクールレフリー研修

定期研修

7 ｼﾞｭﾆｱ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 國栃教育会館 第４回委員会
22 ７７ジュニア練習会 國栃 ビデオ研修

花園出場校直前練習マッチ

競技団体ヒアリング 県庁南別館 高校新人大会医師派遣 11・18・25 高校新人大会研修
医務安全対策委員長会議 第５回委員会

ビデオ研修

実技研修（練習マッチ）
C級認定会

1 ｼﾞｭﾆｱ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 山前公民館 第６回委員会
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レフリー医務・安全対策国体準備



２０１９年度　事業計画 （５／５）

月
21 安全推進講習会 県教育会館 　・ＨＰのリニュアル 【参加大会・参加練習会】

　・各種試合結果 関東中学生練習会
　・HP、FBへUP
　・各メディアへ広報活動

HP、FBへ掲載
　・高校県総体 関東中学生練習会
　・レフリー募集広報活動 コベルコカップセレクション
  ・７７ジュニア練習会の案内

HP、FBへ掲載 関東大会公開競技
　・高校関東大会
　・国体予選 関東中学生練習会
  ・ＴＯＰリーグ広報 コベルコカップセレクション
　・東日本クラブ選手権 東日本中学生クラブ大会
ワールドカップＰＯＰ 15人制関東高校練習会
　・各メディアへ広報活動 関東中学生練習会

コベルコカップ
15人制関東高校強化合宿
関東女子合同練習会

HP、FBへ更新
　・東日本クラブ選手権
　・関東大学 リーグ

HP、FBへ更新 関東女子合同練習会
　・高校全国大会県予選　

・東日本クラブ選手権
HP、FBへ更新 ガールズフェスティバル
　・高校全国大会県予選決勝結果 東日本中学生大会
　・東日本クラブ選手権 全国女子選手権大会

関東中学生練習会

ワールドカップＰＯＰ Ｕ-１８花園女子15人制
　・各メディアへ広報活動 全国ジュニア大会

関東中学生練習会

関東コーチ委員長会議 HP、FBへ更新 関東女子練習会
　・高校新人大会組合せ

スタートコーチ講習 HP、FBへ更新 関東女子練習会
　・高校新人大会　結果

ブラッシュアップ講習 関東女子練習会
東日本Ｕ15中学生選抜大会
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女子広報コーチ


