
令和４（２０２２）年度　事業計画 （１／５）

月

12 競技団体代表者会議 県教育センター 17 77ジュニア練習会 白鷗大

30 令和４年度総会 県教育会館

第１回理事会 久和倉庫 15 ７７ジュニア練習会 白鷗大

29 いちご一会栃木国体プレイベント 佐野陸上

（早稲田大学－慶應義塾大学）

11 関東協会総会 タグラグビー交流会 5 ７７ジュニア練習会 白鷗大

第２回理事会 久和倉庫 タグラグビー交流会 3 ７７ジュニア練習会 白鷗大

国体実行員会 17・18 菅平ジャンボリー 菅平

27 いちご一会栃木国体デモスポ 栃木市

第３回理事会 久和倉庫 25 栃木市ラグビー祭 白鷗大

10/2～10/6 国民体育大会 佐野市 栃木子ども元気アップ塾 今スポ 16 宇都宮市ラグビー祭 県総合

県民スポーツ大会 県総合 タグラグビー交流会

第4回理事会 久和倉庫 委員会 千塚小 20 佐野ラグビー祭 佐野第１

13 関東協会主催試合 足利陸上

4 第１8回全国大会県予選 県総合

競技団体ヒアリング 県庁南別館 22 第18回全国大会北関東ブロック予選 栃木市

第5回理事会 久和倉庫 第１8回全国大会 未定 4・５ 栃木市カップ 白鷗大・栃木市

12 北関東大会 佐野第１

関東ブロック大会実行委員会 5 足利交流大会 足利五十部公園

関東協会指導者講習会
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タグラグビー県協会 スクール



令和４（２０２２）年度　事業計画 （２／５）

月

17 77ジュニア練習会 白鷗大 ２3・３0 県高校総体 県総合

1 ジュニア交流戦 白鷗大 7 県高校総体 栃木市 5月～６月 県社会人大会 県総合

15 ７７ジュニア練習会 白鷗大

5 東日本U15クラブ大会 國栃 3～5 関東大会 山梨県

5 ７７ジュニア練習会 白鷗大 11 全国7人制大会予選 佐野第1

19 佐野市協会長杯交流大会 佐野市 12・18 国体予選（少年） 佐野第1

3 ７７ジュニア練習会 白鷗大 16～18 全国セブンズ 菅平
23～24 菅平ジャンボリー 菅平

　

4 中部支部大会 県総合

　

16 宇都宮市ラグビー祭 県総合 2・3・5・6 とちぎ国体 佐野陸上・第1 10月～12月 東日本トップクラブリーグ 県総合

23 東日本1stステージ 茨城県 ２2・29 全国大会県予選 國栃 10月～11月 東日本クラブ選手権北関東甲信越予選 未定

県民スポーツ大会 県総合

20 東日本ファイナルステージ 千葉県 5 全国大会県予選 佐野陸上 11月～12月 県総合選手権大会 県総合

20 佐野ラグビー祭 佐野第１ 13 南部支部大会 國栃

18 中部支部新人戦 県総合
27～1/8 全国大会 大阪府

14・２1・28 県新人大会 國栃

１1・12 関東新人大会 群馬県

18 都県対抗戦 県総合
18・19 関東新人大会 県総合

5 保護者説明会 足利五十部公園 18・19 関東合同大会 茨城県
１1・１2 東日本U15選抜大会 茨城県 24～31 全国選抜 埼玉県
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令和４（２０２２）年度　事業計画 （３／５）

月

3 強化試合 白鷗大 強化練習会 未定

9 強化練習会 佐野第1

4 強化試合 白鷗大 強化練習会 未定

12・18 国体予選（選手選考会） 佐野第1 25 強化練習会 白鷗大 強化練習会 未定

1～3 ピリカモシリセブンズ 北海道 1～3 ピリカモシリセブンズ 北海道

9・10 富士山セブンズ 山梨県 強化練習会 未定

23 強化練習会 白鷗大

6～16 強化合宿 菅平 13 強化練習会 白鷗大 2～4 強化合宿 菅平
20・２１ 強化合宿 菅平

3・10・17・24 強化練習会 國栃 3・10・１７ 強化練習会 白鷗大 強化練習会 未定

23 強化試合 佐野第1

強化練習会 未定 強化練習会 未定 強化練習会 未定
2・3・5・6 とちぎ国体 佐野陸上・第1 3・4 とちぎ国体 佐野第1 5・6 とちぎ国体 佐野第1

18 強化練習会 白鷗大

 

4・１1 国体Ｂチーム練習会 國栃　他 4・18 強化練習会 白鷗大
18・19 関東合同チーム大会 茨城県
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強化（女子）強化（成年）強化（少年）



令和４（２０２２）年度　事業計画 （４／５）

月

12 競技団体代表者会議 県教育センター 安全推進講習会 web 17 国体対策セブンズ研修

12 国体監督選手研修会 県教育センター （対抗戦B2名・リーグ戦4名）

17 ７７ジュニア練習会 白鷗大 第１回委員会

20 第４回競技運営担当者会議 県教育センター B級・C級候補研修

30 とちぎ未来アスリート中１ 白鷗大

10 佐野市式典専門委員会 佐野市役所 高校県総体医師派遣 13～15 国体対策セブンズ研修 静岡県

15 ７７ジュニア練習会 白鷗大 （ウィメンズセブンズ3名）

25 とちぎ未来アスリート中２中３ 白鷗大

30 記録業務現地視察 佐野市

5 ７７ジュニア練習会 白鷗大 高校国体予選医師派遣 4・5 高校関東大会派遣 山梨県

11 国体記録リハーサル 佐野第1 （レフリー2名、コーチ１名）

25 とちぎ未来アスリート小４ 白鷗大 国体対策セブンズ研修

B級、B級・C級候補研修

　 宿泊研修 佐野

3 ７７ジュニア練習会 白鷗大 第2回委員会

9 とちぎ未来アスリート小５小６ 白鷗大 15～17 全国セブンズ大会派遣 菅平

　（レフリー４名）
29～31 菅平研修 菅平

26 とちぎ国体結団式 県教育センター 関東ブロック大会医師派遣 5～7 Ｂ級認定講習会 菅平

26 チームとちぎJr認定証授与式 県教育センター (3名受講）
26～28 国体関ブロ派遣 東京都

4 とちぎ国体 全体打ち合わせ 佐野市 関東協会医務委員長会議 C級実技研修

国体前強化研修

2～6 とちぎ国体 佐野市 2～6 とちぎ国体医師派遣 佐野市 2～6 とちぎ国体 佐野市

B級C級研修
22・２9 高校全国大会県予選研修 國栃

関東大学公式戦派遣

レフリーミーティング
高校全国大会県予選医師派遣 5 高校全国大会県予選研修 佐野陸上

20 佐野ラグビー祭研修 佐野新G

B級C級研修

関東大学公式戦派遣

第３回委員会

ビデオ研修

レベルアップ研修

関東大学公式戦派遣

全国高校大会派遣

高校新人大会医師派遣 第４回委員会

医務安全対策委員長会議 ビデオ研修

実技研修（練習マッチ）

C級研修

B級・C級研修
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レフリー医務・安全対策国体



令和４（２０２２）年度　事業計画 （５／５）

月

安全推進講習会 web 情報・通達をHP・FBへ掲載 関東大会公開競技セレクションマッチ

スタートコーチ講習 web 　・各種試合結果 関東中学生女子合同練習会

ブラッシュアップ講習 web 各メディアへ広報活動 県内中学生普及練習会

情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

　・高校県総体 KOBELCO　CUP　セレクション

　・レフリー募集広報活動 県内中学生普及練習会
  ・７７ジュニア練習会の案内 国体強化練習会

情報・通達をHP・FBへ掲載 関東大会公開競技

　・高校関東大会 関東中学生女子合同練習会

　・国体予選 KOBELCO　CUP　セレクション

  ・ＴＯＰリーグ広報 東日本中学生ラグビークラブ大会

　・東日本クラブ選手権 県内中学生普及練習会
情報・通達をHP・FBへ掲載 15人制関東高校女子選抜強化練習会

  （KOBELCO　CUP関東代表合宿）

関東中学生女子合同練習会

県内中学生普及練習会

ピリカモシリセブンズ 北海道

情報・通達をHP・FBへ掲載 KOBELCO　CUP（菅平サニアパーク）

15人制関東高校選抜強化合宿（菅平Ｇ）

関東中学生女子合同練習会（未定）

県内中学生普及練習会

国体強化合宿
情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

　・東日本クラブ選手権 県内中学生普及練習会

国体強化練習会

情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

　・高校全国大会県予選　 県内中学生普及練習会

　・東日本クラブ選手権 2～6 とちぎ国体 佐野市

とちぎ国体広報活動

情報・通達をHP・FBへ掲載 ガールズラグビーフェスティバル 埼玉県
　・高校全国大会県予選決勝 東日本中学生ラグビーフットボール大会 千葉県

　・東日本クラブ選手権 全国女子ラグビーフットボール選手権大会

関東中学生女子合同練習会

県内中学生普及練習会

A級コーチ受講者推薦 情報・通達をHP・FBへ掲載 Ｕ-１８花園女子15人制 大阪府
全国ジュニアラグビーフットボール大会

関東中学生女子合同練習会

関東女子ラグビー大会 埼玉県

県内中学生普及練習会

情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

　・高校新人大会 県内中学生普及練習会

Ｓ級コーチ講習会　募集 情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

Ａ級コーチ講習会　募集 　 　・関東高校新人大会 県内中学生普及練習会

Ｂ級コーチ講習会　募集

情報・通達をHP・FBへ掲載 関東中学生女子合同練習会

東日本Ｕ15中学生選抜大会 茨城県

県内中学生普及練習会
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女子広報コーチ


