
(1) 6月 北信越理事長会議
(2) 2月 全国安全対策・インテグリティ推進講習会 ｵﾝﾗｲﾝ
(3) 2月 全国・関西コーチソサエティ委員長会議 ｵﾝﾗｲﾝ
(4) 1月 関西レフリーソサェティ委員長会議 ｵﾝﾗｲﾝ

(1) 4月～6月 安全対策・インテグリティ推進講習会
(2) 5/3～5 Ｂ級レフリー認定講習会 能美市
(3) 4月～ スタートコーチ認定講習会

(レフリーソサエティ)
(1) 4月 全国高校セブンス県予選 かほく市
(2) 4月 研修会(C級) 金沢市
(3) 5月 関西協会B級レフリー認定講習会 能美市
(4) 5月 研修会(関西協会） 奈良県
(5) 6月 春季高校大会中谷賞 金沢市
(6) 6月 北信越高校総体 長野県上田市
(7) 6月 北陸ブロック研修会（関西協会） 高岡市
(8) 6月 北陸三県委員長会議 高岡市
(9) 8月 県民体育大会 能美市
(10) 8月 研修会（関西協会） 兵庫県
(11) 8月 北信越国体 福井県
(12) 8月 北陸三県委員長会議 福井県
(13) 8月 研修会（福井県） 福井県
(14) 9月 研修会（北陸アカデミー） 岐阜県
(15) 11月 全国高校大会予選 金沢市
(16) 11月 研修（北陸アカデミー） 大阪府
(17) 12月 全国高校大会（研修） 大阪府
(18) 2月 関西協会レフリー委員長会議 ｵﾝﾗｲﾝ
(19) 2月 北信越高校新人大会
(20) 3月 研修会（C級） 金沢市

２－１　スクールの部
(1) タグラグビー体験教室

◎期　日　　第１期（4月～6月）第２期（9月～11月）第３期（1月～3月）
◎会　場                  金沢市営球技場           
◎主　催    金沢市スポーツ事業団    
◎協　力 金沢市ラグビーフットボール協会

(2) 白山タグラグビー交歓会（白山市民体育大会）
◎期　日　　6月5日（日） 
◎会　場  松任総合運動公園多目的グランド　
◎主　催   白山市ラグビーフットボール協会

(3) 金沢タグラグビー交歓会（金沢市民体育大会）
◎期　日　　6月19日（日） 
◎会　場  金沢市営球技場　
◎主　催   金沢市ラグビー協会

(4) 小松市ラグビー祭タグラグビー交流会（小松市民体育大会）
◎期　日　　7月10日（日） 
◎会　場  県営ラグビー場
◎主　催   小松市ラグビーフットボール協会

(5) 第20回　北陸ブロックミニラグビー交流会
◎期　日　　※開催は未確認　例年9月　
◎会　場  福井運動公園
◎主　催   北陸三県ラグビーフットボール協会

(6) 第13回タグラグビーフェスティバル／第30回石川県スポーツレクレーション交流大会   
◎期　日　　10月30日（日） 
◎会　場  小松総合体育館
◎主　催   石川県，石川県教育委員会

(7) 第16回ミラージュ杯北信越ミニラグビー交流大会
◎期　日　　10月10日（月祝）
◎会　場  魚津桃山球技場
◎主　催   富山県ラグビーフットボール協会

(8) 第6回日本ラグビーフットボール協会森喜朗名誉会長杯ミニラグビー交流大会  
◎期　日　　10月16日(日)
◎会　場  石川県サッカー･ラグビー場
◎主　催   石川県ラグビーフットボール協会

愛知県中京大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他

２．各種大会

オンライン講習

令和4年度  事業計画
１．会議及び研修会
(会議等)

(各種講習会等)
オンライン講習
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(9) 第19回全国小学生タグラグビー選手権大会石川大会
◎期　日　　12月3日(土)・4日(日)
◎会　場  こまつドーム
◎主　催   日本ラグビーフットボール協会
◎主　管 石川県ラグビーフットボール協会

(10) 第19回全国小学生タグラグビー選手権大会北陸ブロック大会
◎期　日　　令和5年1月29日(日)　
◎会　場  こまつドーム
◎主　催   日本ラグビーフットボール協会
◎主　管 石川県ラグビーフットボール協会

(11) 第8回北陸タグラグビーフェスタ「勧進帳CUP」in　こまつドーム　
◎期　日　　2月26日(日)
◎会　場  こまつドーム
◎主　催   関西ラグビーフットボール協会
◎主　管 小松市ラグビーフットボール協会

２－２　ジュニアの部　（中学生）
(1) 第43回関西中学生ラグビーフットボール大会　北陸代表決定戦

◎期　日　　令和４年６月１２日（日）
◎会　場  富山県高岡市　高岡コア
◎主　催   関西ラグビーフットボール協会

(2) 太陽生命カップ2022 第13回全国中学生ラグビーフットボール大会
 関西地区予選　スクールの部（中学生）
◎期　日　　６月中旬 
◎会　場  堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター
◎主　催   日本ラグビーフットボール協会

(3) 第7回ｺﾞｰｺﾞｰｶﾚｰｶｯﾌﾟ争奪ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
◎期　日　　令和４年７月２日（土）ｏｒ３日（日）
◎会　場  金沢市営球技場
◎主　催   金沢市ラグビーフットボール協会

(4) 第43回関西中学生ラグビーフットボール大会
第24回関西中学生ラグビーフットボールジャンボリー
◎期　日　　７月下旬
◎会　場  岐阜県数河高原
◎主　催   関西ラグビーフットボール協会

(5) 第１４回関西スクールジュニア・ラグビー新人交流大会
◎期　日　　令和５年３月下旬
◎会　場  兵庫県立淡路佐野運動公園
◎主　催   関西ラグビーフットボール協会

(1) 令和4年度第24回石川県高等学校セブンズラグビーフットボール大会　
第8回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会石川県予選
◎期　日 4月23日(土)
◎会　場  日本航空高等学校石川ラグビー場
◎主　催   石川県高等学校体育連盟，石川県ラグビーフットボール協会

(2) 令和4年度第63回北陸放送旗・中谷賞争奪石川県高等学校ラグビーフットボール大会
兼令和4年度第44回北信越高等学校体育大会ラグビーフットボール競技石川県予選

   ◎期　日 5月28日（土），6月2日（木），5日（日）　
◎会　場  石川県ラグビー場，金沢市営球技場
◎主　催   石川県ラグビーフットボール協会
◎主　管    石川県高等学校体育連盟ラグビー専門部

(3) 令和4年度第44回北信越高等学校体育大会ラグビーフットボール競技
◎期　日 6月18日（土），19日（日）
◎会　場  長野県上田市菅平高原　サニアパーク
◎主　催   北信越高等学校体育連盟

(4) 令和4年度第20回関西高校少人数校ラグビー交流大会
◎期　日 6月18日（土），19日（日）
◎会　場  大阪府泉南郡　大阪体育大学
◎主　催   関西ラグビーフットボール協会

(5) 令和4年度第8回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会
◎期　日 7月15日（金）～18日（月）
◎会　場  長野県菅平高原　サニアパーク
◎主　催   日本ラグビーフットボール協会

(6) 令和4年度全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会
◎期　日 7月28日（木）～31日（日）
◎会　場　　長野県上田市菅平高原 サニアパーク
◎主　催    日本ラグビーフットボール協会

２－３　高等学校の部
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(7) 令和4年度第44回北信越国民体育大会  少年の部
◎期　日 8月21日（日），27日（土），28日（日）　
◎会　場 福井県小浜市　小浜市総合運動公園
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，福井県
◎主  管  福井県ラグビーフットボール協会

(8)
◎期　日 10月2日（日）～6日（木）
◎会　場 栃木県　佐野市運動公園陸上競技場，第2多目的球技場
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，栃木県　ほか

(9) 令和4年度石川県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技

兼令和4年度全国高等学校総合体育大会

第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会石川県予選
◎期　日 10月23日（日），30日(日)，11月3日(木)
◎会　場 金沢市営球技場
◎主　催 石川県高等学校体育連盟，毎日新聞社，石川県ラグビーフットボール協会

(10)
◎期　日　　　11月13日(日)19日（土），23日（木）
◎会　場　　石川県ラグビー場
◎主　催    石川県高等学校体育連盟，石川県ラグビーフットボール協会

(11) 令和4年度全国高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技
兼第102回全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会
◎期   日 12月27日（火）～1月7日（土）
◎会　場 東大阪市花園ラグビー場
◎主　催 全国高等学校体育連盟，日本ラグビーフットボール協会

(12) 令和4年度第25回北信越高校新人ラグビーフットボール大会
◎期   日　　令和5年2月11日（土），12日（日），2月18日（土），19日（日）
◎会　場  　群馬県、新潟県
◎主　催  　新潟県ラグビーフットボール協会

(13) 第24回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
◎期  日 令和5年3月24日（金）～31日（金）
◎会　場 埼玉県熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場
◎主　催 日本ラグビーフットボール協会

(1) 第57回北陸地区高等専門学校体育大会ラグビーフットボール競技
◎期  日                     6月25日(土) 

        ◎会  場 富山県または福井県
                           ◎主  催    北陸三県ラグビーフットボール協会   

(2) 第34回北陸地区高等専門学校ラグビーフットボールリーグ
◎期  日             10月
◎会  場         北陸三県 
◎主  催　                      北陸三県ラグビーフットボール協会          

(3) 第53回北陸地区高等専門学校ラグビーフットボール大会
兼第53回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会北陸地区予選
◎期  日                                11月   
◎会  場    未定
◎主  催    北陸三県ラグビーフットボール協会

(4) 第53回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会東海・北陸地区代表決定戦
◎期  日    11月
◎会  場    未定
◎主  催                                 北陸地区代表県ラグビーフットボール協会  

                                   ◎主  管 北陸地区代表県ラグビーフットボール協会      
(5) 第53回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会

◎期  日    　                                            1月
◎会  場                  未定 
◎主  催                             日本ラグビーフットボール協会  

(1) 第51回東海北陸医歯薬系大学ラグビーフットボール大会
◎期  日　                                未定
◎会  場  　              未定
◎主  催  　関西ラグビーフットボール協会・東海北陸医歯薬系大学

(2) 第74回北陸地区国立大学体育大会ラグビーフットボール競技
◎期  日　　未定
◎会  場  　未定
◎主  催  　北陸地区国立大学体育連盟

２－４  高等専門学校の部

２－５  大学の部

第77回国民体育大会ラグビーフットボール競技　少年の部 

兼第75回石川県高等学校ラグビーフットボール競技選手権大会

令和4年度石川県高等学校ラグビーフットボール新人大会
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(3) 第74回西日本医科大学生体育大会ラグビーフットボール競技
◎期  日　　                             8月（予定）
◎会  場　　       兵庫県栗栖野中央・植村直己記念スポーツ公園

但馬ドーム・名色高原第二グラウンド        
◎主  催  　関西ラグビーフットボール協会

(4) 第55回北陸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ラグビーフットボール大会北陸地区予選
◎期  日　　　              9月～11月
◎会  場  　    各県 
◎主  催  　関西ラグビーフットボール協会

(5) 第73回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会東海・北陸地区代表決定戦
◎期  日　　　                 11月4週目の日曜日
◎会  場  　        瑞穂ラグビー場  
◎主  催  　                           関西ラグビーフットボール協会      

(6) 第73回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会
◎期  日　　 2023/1/2
◎会  場  　                   瑞穂ラグビー場  
◎主  催  　                            日本ラグビーフットボール協会 

(1) 第13回関西・一宮セブンズ大会
◎期  日 5月14日(土)・15日(日)    
◎会  場 一宮市光明寺公園球技場 
◎主  催 関西ラグビーフットボール協会   

(2) 第56回石川県一般ラグビーフットボール春季大会
◎期  日 5月～6月
◎会  場 石川県ラグビー場　ほか                     
◎主  催 石川県ラグビーフットボール協会    
◎後  援 北国新聞社 

(3) 第74回石川県民体育大会ラグビーフットボール競技　一般の部
◎期  日 8月7日（日）
◎会  場 能美市　石川県ラグビー場
◎主  催  石川県体育協会
◎主  管  石川県ラグビーフットボール協会

(4) 令和4年度第43回北信越国民体育大会  成年の部
◎期　日 8月27日（土），28日（日）　
◎会　場 福井県小浜市　小浜市総合運動公園
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，福井県
◎主  管  福井県ラグビーフットボール協会

(5) 第34回関西クラブラグビーフットボール大会
◎期　日 未定
◎会　場 岡山県美作サッカー・ラグビー場
◎主　催 関西ラグビーフットボール協会   

(6) 第52回石川県ラグビーフットボール選手権大会（社会人･クラブ，大学）
◎期  日    　 9月～11月
◎会  場                    石川県ラグビー場　他  
◎主  催                                 石川県ラグビーフットボール協会、北国新聞社

(7) 第77回国民体育大会ラグビーフットボール競技　成年の部
◎期　日 10月3日（月）～10月4日（火）
◎会　場 栃木県佐野市運動公園第１多目的球技場
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，栃木県　ほか

(8) 第22回北陸三県クラブ選手権大会
◎期　日 11月 
◎会　場 北陸三県（富山県）                           
◎主　催 北陸三県協会

２－７　女子の部
(1) セントラルウィメンズセブンズラグビーシリーズ2022富山ラウンド

◎期　日　　5月5日(木)
◎会　場   富山高専射水グラウンド
◎主　催    セントラルウィメンズセブンズシリーズ実行委員会

(2) 太陽生命カップ2022第13回全国中学生ラグビーフットボール大会 第10回関西地区予選
◎期　日　　6月18日(土)・19日(日)
◎会　場   天理親里競技場
◎主　催    関西ラグビーフットボール協会

(3) KOBELCO CUP 2022 全国高等学校女子合同ラグビーフットボール大会
◎期　日　　8月（予定）
◎会　場    菅平高原サニアパーク
◎主　催    日本ラグビーフットボール協会

２－６  一般・社会人の部
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(4) 令和4年度第43回北信越国民体育大会  女子の部
◎期　日 8月20日(土)・21日(日)
◎会　場 小浜市
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，福井県

(5) セントラルウィメンズセブンズラグビーシリーズ2022石川ラウンド
◎期　日　　9月4日(日)
◎会　場   石川県ラグビー場
◎主　催    セントラルウィメンズセブンズシリーズ実行委員会

(6) 第77回国民体育大会ラグビーフットボール競技　女子の部
◎期　日 10月5日(水)・6日(木)　
◎会　場 佐野市運動公園第１多目的球技場
◎主　催 文部科学省，日本体育協会，栃木県　ほか

(7) セントラルウィメンズセブンズラグビーシリーズ2022福井ラウンド
◎期　日　　10月16日(日)
◎会　場   福井運動公園
◎主　催    セントラルウィメンズセブンズシリーズ実行委員会

(8) セントラルウィメンズセブンズラグビーシリーズ2022滋賀ラウンド
◎期　日　　12月11日(日)
◎会　場   希望が丘文化公園
◎主　催    セントラルウィメンズセブンズシリーズ実行委員会

２－８　その他
(1) ゆーりんピック2022

◎期　日　　5月15日（日）
◎会　場　　石川県ラグビー場

　　 ◎主　催　 県長寿生きがいセンター
(2) かなざわスポーツフェスティバル　ＫＡＮＡＲＵＧ（カナラグ）

◎期　日　　10月10日(月)午後1時～4時
◎会　場                  金沢市総合体育館
◎主　催    金沢市スポーツ事業団    

(3) ゴーゴーカレーカップ2022
◎期　日　　7月2日(土)・3日(日)　
◎会　場                     金沢市営球技場        
◎主　催    金沢市ラグビーフットボール協会

(4) 第9回金沢セブンス大会
◎期　日　　7月17日(日)
◎会　場                  金沢市営球技場           
◎主　催    金沢市ラグビーフットボール協会

(5) タグラグビーリーグ北陸大会
◎期　日　　9月23日(金)
◎会　場  県営ラグビー場
◎主  催  小松市ラグビーフットボール協会

(6) 短期ラグビーアカデミー
◎期　日　　第1期　4月13日～6月22日　（水曜日9回）

第2期　9月7日～11月16日　（水曜日9回）
第3期　1月11日～3月22日　（水曜日9回）

◎会　場  金沢市営球技場又は金沢市総合体育館
◎主  催  （公財）金沢市スポーツ事業団    

(7) 第74回石川県民体育大会　壮年の部　
◎期　日　　8月7日(日)
◎会　場  能美市　石川県ラグビー場
◎主  催  石川県体育協会
◎主  管  石川県ラグビーフットボール協会

(6) 第34回全国健康福祉祭「ねんりんピック」
◎期　日　　10月31日(日)～1日（月）
◎会　場  神奈川県　厚木市・海老名市
◎主  催  厚生労働省
◎主  管  神奈川県ラグビーフットボール協会
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