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月 事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　名
代表者
会　　議

大　　会　　日　　程 開　　催　　地
委員
会

４月 北海道地区学生ラグビー春季交流大会 4月24日～7月18日 野幌グラウンド他 大学

５月 【中止】中学生支部合同練習会（札幌支部） 1日･2日 定山渓
普及
育成

【中止】中学生支部合同練習会（北見支部） 3日･4日 遠軽
普及
育成

第17回全国高等学校合同チーム大会北海道予選 3日・4日 帯広市（河川敷ラグビー場） 高校

第8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 29日・30日 旭川市（東光スポーツ公園　球技場） 高校

６月 　こぐまリーグ（小中学生交流戦）
普及
育成

　第46回北海道クラブ選手権大会兼第30回東日本クラブ選手権大会北海道予選 6月～10月
社会
人・ク
ラブ

第74回国民体育大会北海道予選会(少年の部） 11日・12日 帯広市（帯広の森ラグビー場） 高校

第11回北海道ラグビーフットボール中学生夏季大会（太陽生命C 札幌地区予選） 26日 野幌総合公園ラグビー場 中学

【中止】第50回北海道ラグビーフットボール選手権大会 6月25日 6月26日・27日／7月11日 野幌総合運動公園ラグビー場ほか 競技

７月 こぐまリーグ（小中学生交流戦）
普及
育成

【中止】第9回北海道バーバリアンズ７’ｓトーナメントシリーズ2020（ピリカモシリ大会） 3日・4日 定山渓 競技

【延期】第11回北海道ラグビーフットボール中学生夏季大会（太陽生命C 決勝） 3日 函館市(根崎G) 中学

【中止】北海道ラグビーフェスティバル 10日 月寒ラグビー場
普及
育成

【中止】第50回北海道ラグビーフットボール選手権大会（決勝） 11日 定山渓 競技

【条件付き開催】北海道大学セブンズ大会 25日 札幌市（月寒ラグビー場） 大学

第47回北海道高等学校選抜ラグビーフットボール大会 7月25日 26日～30日 【開催場所変更】野幌G･月寒G➡定山渓 高校

【中止】第13回北海道体育文化協会杯北海道ジュニアラグビー選手権大会 31日・8月1日 野幌運動公園ラグビー場
普及
育成

８月 【中止】第13回北海道体育文化協会杯北海道ジュニアラグビー選手権大会 7日・8日 野幌運動公園ラグビー場
普及
育成

【追加】北海道体育文化協会杯　代替交流会 7日・8日 野幌総合公園ラグビー場
普及
育成

第29回北海道高等学校ラグビーフットボール1年生U16大会 ７日・8日 北見市 高校

【追加】　北海道選手権代替　交流試合 21日・22日 定山渓 競技

９月 なの花薬局カップ全道小学生タグラグビー大会 9月～11月 札幌市（月寒ラグビー場）ほか
普及
育成

【延期】第39回北海道ラグビーフットボール中学校大会
兼第40回東日本中学生大会北海道予選

3日～5日　➡　10月2日～3日 札幌市（月寒ラグビー場） 中学

【中止】2021北見／網走10'sラグビーフェスティバル 3日～5日 北見市、網走市 競技

第50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57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会予選
兼　第71回全国地区対抗大学大会北海道予選

26日(開始予定) 月寒・野幌・旭川・小樽・帯広ほか 大学

第32回北海道スクール大会小学生大会
第38回北海道スクール大会中学生大会

中旬 札幌市ほか（未定）
普及
育成

第73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100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

21日 21日～25日 北斗市 高校

第74回国民体育大会 9月30日～10月4日 三重県 高校

１０月 なの花薬局カップ全道小学生タグラグビー大会 9月～11月 札幌市（月寒ラグビー場）ほか
普及
育成

こぐまリーグ（小中学生交流戦閉会式）
普及
育成

第39回北海道ラグビーフットボール中学校大会
兼第40回東日本中学生大会北海道予選

2日～3日 札幌市（月寒ラグビー場） 中学

【中止】第41回不惑親善ラグビーフットボール大会 9日 旭川市（東光スポーツ公園　球技場）
社会
人・ク
ラブ

第52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5７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

10日 旭川市（東光スポーツ公園　球技場） 高専

第13回　ヒーローズカップ北海道大会 16日・17日 札幌市（月寒ラグビー場）
普及
育成

第50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57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
兼　第71回全国地区対抗大学大会北海道　決勝

24日 札幌市（月寒ラグビー場） 大学

第3回　なの花カップ　全道タグラグビー大会2020 10月中 各支部
普及
育成

１１月 なの花薬局カップ全道小学生タグラグビー大会 9月～11月 札幌市（月寒ラグビー場）ほか
普及
育成

サントリーカップ各支部予選 11月～12月
普及
育成

第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会　北海道・東北代表決定戦 7日 札幌市（月寒ラグビー場） 大学

第28回北海道高等学校ラグビーフットボール新人大会
兼第21回全国高校選抜ラグビーフットボール大会北海道予選

2日 3日～6日 北斗市 高校

サントリーカップ札幌支部予選 23日 当別町
普及
育成

１月
第17回北海道小学生タグ・ラグビー選手権大会兼第17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

10日 北広島市総合体育館
普及
育成

３月 札幌タグラグビーフェスティバル
普及
育成

　　　　　令和３年度　北海道協会　各委員会事業計画（開催時期別）
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各種大会（道外開催） 2021.8.18現在

期　　　　　　　　　　　　　日 開　　催　　地 大　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　名

7月3日～4日 定山渓G ピリカモシリ 強化

7月25日 月寒G 大学７’S大会 強化

【中止】7月 菅平or東北 ジュニア　ジャンボリー 普及育成

7月16日～19日 菅平 第8回全国高校7人制ラグビーフットボール大会 高校

【中止】7月30日～8月2日 菅平 第11回コベルコカップ全国高校女子合同チーム大会 高校･女子

【中止】7月30日～8月2日 菅平 第17回全国高等学校合同チームラグビー大会 高校

【中止】8日～9日 釜石･鵜住居 スクール選抜岩手遠征

8月14日～15日 秋田･八橋G 太陽生命カップ第11回全国中学生大会　北海道東北予選 中学

9月　（未定） 水戸 太陽生命カップ第11回全国中学生大会 中学

9月4日～5日 釜石鵜住居 釜石セブンズ 女子

10月 青森 第40回東日本大会1stステージ 普及育成

9月30日～10月4日 三重 三重国体国体（少年男子・女子セブンズ） 高校

10月3日～10月4日 三重 三重国体（成年） 強化

10月1日～2日 三重 三重国体（女子） 女子

10月10日～11日 山形 第40回東日本中学校大会　北海道東北予選 中学

10月23日～25日 熊谷 U18全国女子セブンズ大会 女子

11月 千葉 第40回東日本大会2ndステージ 普及･中学

11月13日～14日 岩手県･鵜住居 第26回全国ジュニア北海道東北予選 中学

12月　（未定） 未定 第40回東日本中学校大会（準決・決勝） 中学

12月26日～30日 未定 第26回全国ジュニア大会 普及･中学

12月27日～1月7日 花園 第101回全国高校ラグビー大会 高校

1月7日 花園 第14回U18合同チーム東西対抗 高校

1月4日～9日 神戸ユニバ 第52回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 高専

2月中旬 東京 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全国大会 普及育成

2月下旬 横浜 ヒーローズカップ全国小学生ラグビー大会 普及育成

3月 水戸 第18回東日本U15中学選抜大会 普及･中学

3月下旬 府中 U18関東女子セブンズ大会 高校

3月24日～31日 熊谷 第23回全国高校選抜ラグビー大会 高校

委員会・研修会・講習会・合宿

各支部で決定 各支部 安全推進講習会

実施時期・機関未定　オンライン研修 十勝支部（帯広市） 安全・インティグリティ推進講習会 コーチ・安全対策・医務

実施時期・機関未定　オンライン研修 札幌支部（札幌市） 安全・インティグリティ推進講習会 コーチ・安全対策・医務

実施時期・機関未定　オンライン研修 函館支部（函館市） 安全・インティグリティ推進講習会 コーチ・安全対策・医務

実施時期・機関未定　オンライン研修 北見支部（北見市） 安全・インティグリティ推進講習会 コーチ・安全対策・医務

実施時期・機関未定　オンライン研修 旭川支部（旭川市） 安全・インティグリティ推進講習会 コーチ・安全対策・医務

4月24日 定山渓G 国体強化練習 強化

4月25日 AKKビル レフリー委員会 レフリー

4月　 未定 普及育成委員会 普及育成

実施時期調整中 JRFU　タグエデュケーター認定講習会(足寄･厚岸･常呂･森) コーチ

【延期】5月15日 ネイパル深川 道教委連携事業「タグティーチャー講習会」兼「タグラグビー教室｝ コーチ

5月8日 札幌市 学生強化講習会（月寒） 大学

【延期】5月22日 定山渓G 国体強化練習【延期】 強化

6月4日～7日 芦別市 U17トライアウト 高校

6月4日～6日 芦別市or定山渓 中学校・高等学校合同合宿　兼　高校女子セレクション 女子

【延期】6月19日・20日 札幌 JRFU　タグエデュケーター認定講習会 コーチ

日程調整中 旭川・北見 JRFU　タグエデュケーター認定講習会

6月19日・30日 野幌or小樽 ジュニア強化合宿 普及育成

【変更】6月25日～6月27日　➡　7月26日･27日 札幌 B級認定講習会・レフリー講習会（北海道選手権） レフリー

6月27日～7月5日 定山渓 日本代表7's代表合宿

７月15日～18日 オンライン･熊谷 A級コー地認定講習会 コーチ

7月26日～7月27日 定山渓 レフリー委員会・B級認定講習会・レフリー講習会 レフリー

7月27日～28日 野幌 U17強化合宿 高校

7月27日～29日 定山渓 コベルコカップ全国高校女子大会直前合宿 女子

7月28日 定山渓 U18強化合宿 高校

7月31日～8月1日 定山渓 北海道高校女子練習会 女子

8月4日～18日（未定） 定山渓 立命館大学合宿 大学

8月7日～8日 定山渓 北海道女子練習会(三重県合同練習) 女子

【変更】8月15日～18日　➡　7月15日～18日 定山渓 A級コー地認定講習会 コーチ

8月21日 定山渓G 国体強化練習 強化

8月29日・30日 野幌or小樽 ジュニア強化合宿 普及育成

9月 未定 タグティーチャー＆レフリー講習会 普及育成

9月5日 定山渓 国体女子強化練習会1 女子

【変更】9月18日　➡　9月25日 定山渓G 国体強化練習 強化

9月19日 定山渓 国体女子強化練習会2 女子

9月24日・25日 北斗市 U18女子セブンズ大会強化合宿 女子

9月25日 定山渓G 国体強化練習 強化

9月26日 ネイパル厚岸 道教委連携事業「タグティーチャー講習会」兼「タグラグビー教室｝ コーチ

10月～11月 関東エリア レフリー派遣研修 レフリー

10月16日 ネイパル森 道教委連携事業「タグティーチャー講習会」兼「タグラグビー教室｝ コーチ

10月23日・24日 野幌or小樽 ジュニア強化合宿 普及育成

10月24日 月寒ラグビー場 レフリー委員会 レフリー

10月31日 札幌・東海大学 B級コーチ講習会 コーチ

11月13日・14日 札幌予定 U16強化合宿 高校

11月26日・27日 函館 ジュニア強化合宿 普及育成

実施時期未定（調整中） C級コーチ認定講習会 コーチ

【実施方法変更】　オンライン開催 スタートコーチ認定講習会 コーチ

1月 未定 ミニラグビー研修会 普及育成

1月22日・23日 未定 ジュニア強化合宿 普及育成

1月下旬 AKKビル レフリー委員会２ レフリー

2月5日･6日 高校女子冬季強化合宿 女子

案  令和３年度　各委員会事業計画（開催時期別)


	2021道内大会
	道外大会・委員会・合宿等 　

