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平成２８年度 事業計画

◆協会主要行事

○安全推進講習会 4月17日 ふれあい健康館

○定期会員総会 4月17日 ふれあい健康館

○第19回架橋記念ラグビーフットボールカーニバル 5月4-5日 徳島市球技場他

○徳島県協会創立85周年記念祝賀会 5月28日 徳島グランヴィリオホテル

○ OUR RUGBY フェスティバル2016 5月29日 徳島市球技場

同志社大学vs早稲田大学定期戦

○徳島ラガールフェスティバル2016 11月26-27日 鳴門球技場

○第8回徳島育ちラガーマン交流フェスティバル 1月 8日 鳴門球技場

◆事業計画（案）

レフリー委員会

○関西協会B級レフリー認定講習会 5月3～5日 徳島市

○四国地区レフリー研修会 6月 愛媛県

○関西レフリー委員長会議 6月末 未定

○ルール伝達及び安全対策講習会 7月上旬 徳島市

○県外研修会（国体ブロック大会） 8月末 高知県

○県内研修会（兼ﾚﾌﾘｰ・ｺｰﾁ合同研修会） 9月 徳島市

○県内研修会（全国高校大会県予選決勝） 11月 徳島市

○県外研修会（全国高校大会１回戦）

○ミニ研修会（各県内大会） 大会開催期間中 各会場

クラブ競技

○第64回徳島県春季一般選手権大会 4 ～ 6月 徳島科技高第２G

○第7回関西・一宮セブンズ大会 5月7日・8日 愛知県一宮市

○第40回四国クラブ大会 5月1日・15日 愛媛県四国中央市

○第37回国体四国ブロック予選（成年男子） 8月21日 香川県高松市

○第28回関西クラブ大会 9月10日・11日 岡山県美作市

○第71回国民体育大会（成年男子） 10月4日・5日 岩手県釜石市

○第24回全国クラブ大会中国四国地区代表決定戦 10月中旬 岡山県岡山市

○第65回徳島県一般選手権大会 11 ～ 2月 徳島科技高第２G 他

○第7回徳島県一般７人制大会 1月15日 鳴門球技場

○第6回四国セブンズ大会 3月5日 愛媛県四国中央市

大学競技

○第58回関西医歯薬系大会 5月 大阪府

○第67回四国地区大学総合体育大会競技 5月 高知県

○第68回西日本医科学生総合体育大会競技 8月 兵庫県

○第67回全国地区対抗大学大会 10月 四国各県

○第27回徳島県大学・高専リーグ戦 1月 鳴門球技場

高専競技

○四国地区高専ラグビーフットボール春季大会 4月29日 スカイフィールド富郷

○全国高専ラグビー大会四国予選 11月13日 徳島市球技場
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高校競技

○第17回全国選抜大会 3月30日～ 4月7日 熊谷ラグビー場（埼玉県）

○第57回県春季大会 4月16・23・29日 徳島市球技場

○第19回架橋記念ラグビーカーニバル 5月4 ～ 5日 徳島市球技他

○第３回全国７人制大会徳島県予選 5月28日 鳴門球技場

○第56回県高校総合体育大会 6月3 ～ 6日 鳴門球技場

○第64回四国高校選手権大会 6月17・19日 スカイフィールド富郷（愛媛県）

○第３回全国７人制大会 7月15 ～ 18日 江戸川陸上競技場（東京都）

○第12回全国高校合同チーム大会 7月28 ～ 31日 菅平高原サニアパーク（長野県）

○第71回国民体育大会四国ブロック大会 8月21日 香川県総合運動公園（香川県）

○第29回１年生強化大会 9月24日 鳴門球技場

○岩手国体 10月3 ～ 7日 八幡平市ラグビー場（岩手県）

○第96回全国高校ラグビー徳島県予選 10月30日 鳴門球技場

11月6・13・19日 徳島市球技場

○第96回全国高校ラグビー大会 12月27 ～ 1月7日 近鉄花園ラグビー場（大阪府）

○第66回県高校ラグビー選手権大会 1月9・21・28日・2月4日 鳴門球技場

○第18回四国高校新人大会 2月18・19日 高知県

○西日本ＴＩＤユース 3月3 ～ 5日 山口県

○四国Ｕ16トレセン 3月12日 東予運動公園球技場

中学競技

○第12回四国中央市長杯 5月 スカイフィールド富郷

○第7回全国中学生大会関西地区予選 6月 J-GREEN 堺

○第37回関西ジュニア大会 7月 数河高原ラグビー場

○第20回中四国ジュニア大会 8月 香川（会場未定）

○第22回全国ジュニア大会四国中国予選 10月 徳島市球技場

○四国中学生7人制大会 2月 北条スポーツセンター

○第7回関西スクール ジュニア新人交流大会 3月 淡路佐野運動公園

ラグビースクール

○第21回四国少年ラグビースクール祭 6月 愛媛県四国中央市

○第10回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 6月 兵庫県淡路市

○四国ラグビースクール協議会･レフリング講習会等 8月 高知県土佐町

○鳴門スクール主催交流会 9月 鳴門球技場

○第10回徳島県ミニ･ラグビー交流大会 10月 徳島市球技場

○徳島スクール主催交流会 10月 吉野川河川敷ラグビー場

○ラグビーマガジンＣＵＰ関西ミニ・ラグビー交流大会2016 10月 大阪府

○第28回四国ラグビースクール大会 11月 徳島市球技場

○第5回ミニ・ラグビー交流大会 12月 徳島市球技場

○第9回ヒーローズカップ 2月 大阪府

○第28回近県小学生ラグビー交流大会 3月 愛媛県松山市北条

○第18回徳島県ラグビースクール冬季脇町大会 3月 貞光道の駅河川敷グラウンド

タグラグビー

○タグラグビーフレンドシップフェスティバル 11月19日 鳴門球技場

タグラグビー大会

○タグラグビーサントリーカップ徳島県予選大会 12月3日 鳴門球技場

○タグラグビーサントリーカップ四国ブロック大会 1月21日 高知県
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女子

○第5回全国高等学校選抜女子ゼブンズ大会 4月5日 埼玉県熊谷

○第19回架橋記念ラグビーカーニバル 5月 鳴門球技場他

○第3回追手門ガールズフェスティバル 5月 追手門学院大学G

○第4回関西女子中学生大会 6月 神戸製鋼灘浜G

○久万高原町セブンズ大会 7月 愛媛県久万高原町

○KOBELCO CUP2016 第6回全国高等学校女子15人制大会 8月 長野県菅平

○国民体育大会四国ﾌﾞﾛｯｸ予選（女子予選） 8月 香川県

○太陽生命カップ2016 第7回全国中学生大会 9月 水戸

○国民体育大会 10月 岩手県

○徳島ラガールフェスティバル2016 11月 鳴門球技場

○女子中学生3地域交流会 12月 会場未定

○第6回全国高等学校選抜女子ゼブンズ大会四国予選 2月 愛媛県


