
【各種大会（道内開催）】 2019.4.20現在

月 大　　会　　日　　程 事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　名 開　　催　　地

４月 ２９日 第２回道新杯　全道小学生タグラグビー大会 つどーむ

５月 ５月～１０月
第４５回北海道クラブラグビーフットボール選手権大会
兼第２８回東日本クラブ選手権大会北海道予選

江別市・札幌市・千歳市ほか

１１日～１２日 令和元年度北海道高等学校合同チームラグビーフットボール大会 遠軽町えんがる球技場

５月～７月 国体代表選手セレクション 札幌市内近郊

随時 春季大学交流大会 江別市・札幌市・千歳市ほか

１１日･１２日 第１５回コベルコ全国Ｕ１８合同大会北海道予選会 遠軽町

６月 ６月～１０月 北海道中学生交流試合 野幌総合運動公園ラグビー場ほか

１日･２日 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 札幌市（定山渓ＢＢグランド・札幌ドーム）

２日
北海道ラグビーフットボール協会招待試合
パナソニックワイルドナイツvsトヨタ自動車ヴェルブリッツ

札幌ドーム

１４日・１５日 第７４回国民体育大会北海道予選会(少年の部） 帯広市（帯広の森ラグビー場）

１５日・１６日 第８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） 札幌市定山渓（ＢＢグランド）

２２日
ジャパンラグビートップリーグ２０１９-２０２０　カップ戦
ヤマハ発動機ジュビロvs九州電力

札幌市（月寒ラグビー場）

２９日・３０日・７月７日 第４９回北海道ラグビーフットボール選手権大会 野幌総合運動公園ラグビー場ほか

７月 ６日 第１０回北海道ラグビーフェスティバル 札幌市（月寒ラグビー場）

６日 第４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 札幌市（月寒ラグビー場）

５日・６日・７日
第10回北海道ラグビーフットボール中学校夏季大会
兼第10回全国中学校ラグビーフットボール大会北海道予選会

札幌市（月寒ラグビー場）

２６日・２７日・２８日・２９日・３０日 第４６回北海道高等学校選抜ラグビーフットボール大会
小樽市(望洋台)
札幌市（月寒ラグビー場）

21日 第２１回北海道地区大学セブンズラグビーフットボール大会 札幌市（月寒ラグビー場）

８月 ３日・４日 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 野幌運動公園ラグビー場

１０日・１１日 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 北見市

９月 ６日・７日・８日
第３８回北海道ラグビーフットボール中学校大会
兼第３９回東日本中学生大会北海道予選

函館市（根崎G）

１４日･１５日
第３１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

小樽市

２１日 ラグビーワールドカップ　オーストラリアvsフィジー 札幌ドーム

２２日 ラグビーワールドカップ　イングランドvsトンガ 札幌ドーム

７日・８日～１０月２０日（決勝）
第４９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５６回全国大学ラグビーフットボール選手権大会予選
兼　第７０回全国地区対抗大学大会北海道予選

月寒・野幌・旭川・小樽・帯広ほか

１０月 １０月中 第１回　なの花杯　タグラグビーフェスティバル 各支部

６日（予定） 第12回ヒーローズカップ北海道大会 札幌市（月寒ラグビー場）

１０日・１１日・１２日・１９日（案）
第72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99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

野幌運動公園球技場・札幌月寒ラグビー場

１３日（土）
第50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55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

旭川市（東光スポーツ公園球戯場）

２０日 東日本スクール中学生大会１ｓｔステージ 函館市（根崎ラグビー場）

１０月２６・２７日 第３９回東日本中学校大会北海道東北予選 函館市根崎Ｇ

１１月 ４日・５日・７日
第２７回北海道高等学校ラグビーフットボール新人大会
兼第２０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

函館市

１月 １３日
第１６回北海道小学生タグ・ラグビー選手権大会兼第１６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

北広島市

　　　　　2019年度　北海道協会　各委員会事業計画（開催時期別）



各種大会（道外開催） 2019.4現在

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・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

８月24日・２５日 岩手県盛岡市 第１０回全国中学校大会東北・北海道ブロック大会

９月１４日～１６日 茨城県水戸市 太洋生命カップ２０１９・第１０回全国中学生大会

１０月１日～３日 国民体育大会（成年）セブンズ

１０月２日～４日 国民体育大会（女子）セブンズ

９月２９日～１０月４日 国民体育大会（少年）

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

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・２2日 東京・未定G 第３９回東日本中学校大会準決勝・決勝

１２月２９日・３０日･３１日 東京⊡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

１２月２２日・２３日・２５日・２７日 兵庫県神戸市 第48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１２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

平成31年度　各委員会事業計画（開催時期別)



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

3月30日 十勝支部（帯広市） 安全・インテグリティ講習会

4月6日 札幌支部（札幌市） 安全・インテグリティ講習会

4月7日 函館支部（函館市） 安全・インテグリティ講習会

4月13日 北見支部（北見市） 安全・インテグリティ講習会

4月13日 北見支部（北見市） スタートコーチブラッシュアップ講習会

4月14日 札幌市 第１回コーチ委員会

4月20日 旭川支部（旭川市） 安全・インテグリティ講習会

4月20日 旭川支部（旭川市） スタートコーチブラッシュアップ講習会

４月27日 札幌市 第１回レフリーソサエティ会議

４月27日・28日 札幌市or江別市 札幌支部中学生合同練習会

4月28日 札幌市 第１回普及育成委員会会議

６月8日・9日 小樽市 第１回北海道スクールジュニア強化合宿

６月28日・29日・30日・７月7日 札幌市ほか 第1回レフリー研修会・第2回レフリーソサエティ会議

7月13日（予定） 富良野市 タグ・ラグビーレフリー講習会

７月28日～30日 札幌市ほか 第2回レフリー研修会

８月24日・25日 小樽市 第２回北海道スクールジュニア強化合宿

８月24日・25日 小樽市 U14orU13合同練習会

８月 札幌市 レフリー委員会・大学委員会　レフリーＭＴ(運営・ルール等）

8月（未定） 札幌市 第２回普及育成委員会会議

9月28日・29日 小樽市 第３回北海道スクールジュニア強化合宿

10月5日（予定） 札幌市 第３回普及育成委員会会議

10月26日・27日 小樽市 第４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（委員長・副委員長等）

１２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

1月12日 札幌市 第４回普及育成委員会会議

1月中旬 江別市（予定） 北海道U15選抜強化合宿

１月下旬or２月初旬 札幌市 第3回レフリー研修会・第3回レフリーソサエティ委員会

1月下旬 札幌市 ミニジュニア指導者研修会

２月 札幌市 第３回コーチ委員会（ブロック委員）

３月（未定） 札幌 社会人クラブ委員会

各支部で決定 各支部 北海道協会公認（Ｃ級）レフリー認定講習会

未定 函館支部 スタートコーチ認定講習会

未定 札幌市 Ｃ級コーチ認定講習会

未定 各地 スタートコーチ認定講習会

未定 各地 ブラッシュアップ講習会

未定 各地 コーチ派遣事業（随時）

未定 札幌市 ２０２０年度Ｂ級コーチ認定講習調査・計画
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