
月 事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　名
代表者
会　　議

大　　会　　日　　程 開　　催　　地

北海道選抜７ｓ男子強化 4～9月 札幌市近郊

４月
2018北海道ラグビーフットボール協会春の招待試合
　　　帝京大学対明治大学戦

３０日 札幌市（札幌ドーム）

第１回　道新カップ　タグラグビー大会（仮） ３０日午前中 札幌市（札幌ドーム）

５月
第44回北海道クラブラグビーフットボール選手権大会
兼第27回東日本クラブ選手権大会北海道予選

５月～１０月 江別市・札幌市・千歳市ほか

国体代表選手セレクション ５月～７月 札幌市内近郊

春季大学交流大会 随時 江別市・札幌市・千歳市ほか

６月 北海道中学生交流試合 6月～10月 野幌総合運動公園ラグビー場ほか

第5回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会北海道予選会 2日 2日3日 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

第14回コベルコ全国Ｕ１８合同大会北海道予選会 2日 2日3日 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

第73回国民体育大会北海道予選会(少年の部） 14日 15日16日 帯広市（帯広の森ラグビー場）

第7回北海道バーバリアンズ７’ｓトーナメント大会（ピリカモシリ大会） 23日・24日(調整中)7/7.8 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

第4８回北海道ラグビーフットボール選手権大会 29日    30日・1日・8日 野幌総合運動公園ラグビー場ほか

７月

第３回北海道新聞社杯女子ラグビーフットボール選手権大会  　７日 札幌市（月寒ラグビー場）

第９回北海道ラグビーフェスティバル ７日（調整中） 札幌市（月寒ラグビー場）

第９回北海道ラグビーフットボール中学校夏季大会
兼第9回全国中学校ラグビーフットボール大会北海道予選会

６日・７日・８日 函館市（根崎ラグビー場）

第45回北海道高等学校選抜ラグビーフットボール大会 ２５日 ２６日・２７日・２９日・３０日
江別市(26・27・28日野幌運動公園)
札幌市（29・30日月寒ラグビー場）

第２０回北海道地区大学セブンズラグビーフットボール大会 ２２日 札幌市（月寒ラグビー場）

オホーツクラグビーフェスティバル 3日・4日・5日 北見市。網走市

８月 第６０回東日本医科大学体育大会 １日～１３日 江別市（野幌）

オホーツクラグビーフェスティバル ３～５日 北見市（３・５日）網走市（４日）

パナソニックVSウエスタンホース（調整中） 8月18日 調整中

第28回北海道高等学校ラグビーフットボール１年生Ｕ１６大会 １０日 １０日・１１日 北見市

国体道予選（成年男子）兼候補合宿、北海道７’S（男子・女子） 未定（大学セブンズ） 札幌市月寒ラグビー場

９月 東日本トップクラブリーグ2～3試合 未定 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

ジャパンラグビートップリーグ2018-2019（対戦チーム未定） 8日 札幌市（月寒ラグビー場）

第３回北海道知事杯２０１８女子セブンズトーナメント １４日 １５日・１６日 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

第3７回北海道ラグビーフットボール中学校大会
兼第57回東日本中学生大会北海道予選

７日・８日・９日 札幌市（月寒ラグビー場）

第29回北海道スクール大会小学生大会
第36回北海道スクール大会中学生大会

15日・16日 小樽市

関東協会2017年度公式戦（対戦チーム未定、日程未定）
提出希望日9/24
（※トップリーグが9/10の場
合は中止）

第7１回北海道高等学校ラグビーフットボール南・北選手権大会兼
第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会

７日 20日～24日 遠軽町

第4８回北海道地区大学ラグビーフットボール選手権大会兼第２2回
全国大学選手権大会予選兼第66回全国地区対抗大学大会予選会

９月８日～１０月１４日
江別市・札幌市（月寒ラグビー場）ほ
か
10月１4日（月寒ラグビー場使用）

１０月 第３８回北海道不惑親善ラグビーフットボール大会 ８日 札幌市（月寒ラグビー場）

第49回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会北海道予選会
兼第54回北海道地区国立工業高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大
会

13日（土） 函館市（根崎ラグビー場）

第26回北海道高等学校ラグビーフットボール新人大会兼第１9回
全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会北海道予選大会

16日 １７日・１８日・２０日 函館市（根崎ラグビー場）

１月
第15回北海道小学生タグ・ラグビー選手権大会兼第15回サントリーカップ
全国小学生タグラグビー選手権大会北海道ブロック大会

１４日 北広島市

※ 月寒ラグビー場の使用に当たっては芝の育成状況により変更する場合がある。

平成30年度　各委員会事業計画（開催時期別）
【各種大会（道内開催）】



各種大会（道外開催）

期　　　　　　　　　　　　　日 開　　催　　地 大　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　名

３月３０日～４月８日 埼玉県熊谷市 第１９回全国高校選抜大会

４月上旬 東京都（秩父宮） 第２０回東日本大学セブンズ大会

７月１４日～１６日 東京 第4回全国高校セブンズ大会

７月３１日～８月３日 長野県菅平町 第1４回全国高等学校合同チームラグビー大会U17・U18・女子

８月２５日・８月２６日 岩手県盛岡市 第９回全国中学校大会東北・北海道ブロック大会

９月未定 茨城県水戸市 太洋生命カップ2018・第９回全国中学生大会

９月３０日～１０月２日 福井県小浜市 国民体育大会（成年）セブンズ

１０月２日～４日 福井県小浜市 国民体育大会（女子）セブンズ

９月２９日～１０月４日 福井県小浜市 国民体育大会（少年）

１０月１３・１４日 山形県山形市 第３８回東日本中学校大会北海道東北予選

１０月中旬 青森県青森市 東日本スクール中学生大会１ｓｔステージ

８月・９月・１０月・１１月 東京都ほか 第１5回東日本トップクラブリーグ

11月4日 未　　　定 第２４回全国大学選手権大会北海道・東北代表決定戦

１１月１７日・１８日 岩手県釜石市 第２４回全国ジュニア東北北海道大会

１１月（予定） 未　　　定 第２８回東日本クラブ選手権大会

１１月初旬 千葉県 東日本スクール中学生大会２ｎｄステージ

１２月２１日・２３日 東京・未定G 東日本中学校大会準決勝・決勝

１２月２９日・３０日・３１日 未定 第２４回全国ジュニアラグビーフットボール大会

１２月２７日～１月７日 東大阪市 第98回全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会

１月４日・５日・７日・９日 奈良県 第49回全国高等専門学校体育大会

２月中旬 未定 サントリーカップ全国大会

２月下旬 大阪市（予定） 第11回ヒーローズカップ（小学生全国大会）

３月中旬 茨城県水戸市 東日本Ｕ１５ジュニアラグビー選抜大会

１月・２月 未　　　定 全国クラブ選手権大会

１月２日・４日・６日 愛知県名古屋市 第6７回全国大学地区対抗大会

委員会・研修会・講習会・合宿

各支部で決定 各支部 タックルプロジェクト（コーチ委員会）

3月31日 十勝支部 安全推進講習会

4月7日 札幌・根釧支部 安全推進講習会

4月8日 函館支部 安全推進講習会

4月14日 北見支部 安全推進講習会

4月21日 旭川・富良野支部 安全推進講習会

4月下旬 札幌 新スタートコーチ認定講習会

4月下旬 函館 新スタートコーチ認定講習会

４月（未定） 札幌市 第１回普及育成委員会会議

４月２２日 札幌市 第１回レフリーソサエティー会議

４月～９月 札幌市近郊　　　　 北海道選抜７ｓ男子強化合宿

４月１５日 札幌市 女子委員会

５月（未定） 札幌市（未定） 北海道地区ラグビーフットボール学生連盟強化講習会

６月２日・３日 定山渓 第１回レフリー研修会（高校セブンズ・合同大会）

５月３日・４日・５日 札幌市 中学生合同練習会（こぐまリーグ主催）

６月９日・１０日 札幌市 中学生合同練習会（こぐまリーグ主催）

6月8日9日10日 札幌市 Ｕ１７北海道トライアウト

7月1日 札幌市 セーフティーアシスタント養成講習会・更新講習会

6月29日 札幌市 第２回レフリーソサエティー会議

7月7日8日 札幌市 Ｕ１７強化合宿

6月29日 札幌市 ルール伝達講習会

6月23日・24日・25日・７月２日 江別市ほか 第２回レフリー研修会

７月25日～30日 江別市ほか 第３回レフリー研修会

7月28日 江別市ほか Ｕ１８北海道強化合宿

（未定） 札幌市 タグ・ラグビー指導者研修会

11月17日18日 札幌市 U１６北海道トライアウト

８月下旬 江別市 第１回北海道スクールジュニア強化合宿

９月（未定） 札幌市 第２回普及育成委員会会議

９月下旬 札幌市近郊 国民体育大会直前合宿（成年・女子）

９月下旬 未定 国民体育大会直前合宿（少年）

１０月初旬 札幌市（予定） 第２回北海道スクールジュニア強化合宿

１０月下旬 江別市（予定） 第３回北海道スクールジュニア強化合宿

１１月 札幌市 第２回コーチ委員会（ブロック委員）

１２月初旬 江別市（予定） 第４回北海道スクールジュニア強化合宿

１月６日・７日 札幌市 第４回レフリー研修会・第３回レフリーソサエティー委員会６日

1月13日 札幌市 第３回普及育成委員会会議

1月下旬 札幌市 ミニジュニア指導者研修会

２月初旬 江別市（予定） 第５回北海道スクールジュニア強化合宿

２月初旬 壮瞥町（未定） 中学校選抜強化練習会

未定 各支部 北海道協会公認（Ｃ級）レフリー認定講習会

11・1・2月中旬 札幌市 セレコン・強化委員会

３月中旬 札幌市 女子委員会

３月（未定） 札幌 社会人クラブ委員会
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