
１．チーム数(2007.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 　計 　　19年度事業計画について

35 41 14 64 15 16 185 　　役員改選について
　　理事改選について

２．評議員会 　　18年度事業委員会決算報告について
　Ｈ・18・5・19（金）　於　県民センター 　　19年度事業委員会予算案について

　　その他
３．常任理事会及び理事会 　Ｈ・19・4・19（木）　於　県民センター
　Ｈ・18・6・15（木）　於　県民センター 　第6 回理事会
　第 1 回理事会 　　事業委員会について
　　カラダファクトリーフェスティバルについて 　　18年度決算報告について
　　ホームページ掲示板について 　　18年度事業報告について
　　トップリーグについて 　　19年度予算案について
　　その他 　　19年度事業計画について
　Ｈ・18・7・13（木）　於　県民センター 　　役員改選について
　第 1 回常任理事会 　　理事改選について
　　チャレンジシリーズ・フェスティバルの 　　18年度事業委員会決算報告について
　　総括について 　　19年度事業委員会予算案について
　　秋の有料試合について 　　その他
　　その他
　Ｈ・18・8・18（金）　於　県民センター ４．事業委員会
　第 2 回理事会 　Ｈ・18・6・2（金）　於　県協会事務所　　
　　チャレンジシリーズ・フェスティバルの 　第 1 回委員会
　　総括について 　Ｈ・18・9・15（金）　於　県協会事務所　　
　　秋の有料試合について 　第 2 回委員会
　　その他 　Ｈ・18・11・22（水）　於　県協会事務所　　
　Ｈ・18・9・29（金）　於　県民センター 　第 3 回委員会
　第 2 回常任理事会 　Ｈ・18・12・12（火）　於　県協会事務所　　
　　秋の有料試合について 　第 4 回委員会
　　事業委員会について 　Ｈ・19・3・15（木）　於　県協会事務所　　
　　その他 　第 5 回委員会
　Ｈ・18・10・19（木）　於　県民センター
　第 3 回理事会 ５．第２回ラグビーフェスティバル
　　秋の有料試合について 　Ｈ・18・ 7・9（日）保土ヶ谷公園ラグビー場
　　事業委員会について
　　その他 ６．春のオープン戦（有料試合）
　Ｈ・18・11・28（火）　於　県民センター 　Ｈ・18・ 5・21（日）　三ツ沢球技場
　第3 回常任理事会 　関東高校予選決勝
　　秋の有料試合のまとめ 　釜石シーウェイブスー関東学院大
　　事業委員会の展望について 　Ｈ・18・6・24（土）　三ツ沢球技場
　　その他 　神奈川クラブ選抜ーIBM　OB
　Ｈ・18・12・22（金）　於　県民センター 　同志社大ー立教大
　第４ 回理事会
　　秋の有料試合のまとめ ７．公式戦主管試合（有料試合）
　　事業委員会今後の展望について 　Ｈ・18・10・1（日）海老名陸上競技場
　　その他 　流経大ー東海大
　Ｈ・19・2・8（木）　於　県民センター 　明治大ー筑波大
　第４ 回常任理事会 　Ｈ・18・10・ 15（日）三ツ沢球技場
　　事業委員会について 　関東学院大ー日大
　　18年度中間決算について 　Ｈ・18・10・22（日）三ツ沢球技場
　　その他 　NECークボタ
　Ｈ・19・3・22（木）　於　県民センター 　トヨターセコム
　第5 回理事会 　Ｈ・18・10・29（日）三ツ沢球技場
　　事業委員会について 　東京ガスーサントリーフーズ
　　18年度決算報告について 　栗田工業ー日本航空
　　18年度事業報告について 　Ｈ・18・11・18（土）三ツ沢球技場
　　19年度予算案について 　筑波大ー立教大
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８．委員会（主な活動） 　　・委員会７人制大会開催
（1）医務委員会 　　・合同練習会開催
　　・マッチドクター派遣 　　・会長杯大会開催（13チーム）
　　　高校からトップリーグまで（全83試合） 　　・東日本都道県対抗戦（全神奈川派遣）
　　　タグラグビー（10/1・11/5・1/28）  (11) クラブ委員会
　　・関東協会グランドドクター派遣打合せ 　　・クラブ委員会開催（4回）
　　・国体代表チームドクター派遣 　　・春季クラブ選手権開催
　　・関東協会メディカル医務委員長会議出席 　　・増田杯県７人制大会参加
（2）安全対策委員会 　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　
　　・ＭＳ新規資格取得者講習会 　　・学生クラブオープン戦開催
　　・ＭＳ資格取得者更新講習会 　　・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加　東海ｲﾚｷﾞｭﾗｰｽﾞ
（3）レフリー委員会 　　・クラブトップリーグ　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　
　　・B級強化（5回） 　　・秋季クラブ選手権開催
　　・Ｂ級認定講習開催 　　・関東学生クラブ選手権
　　・ルール伝達講習会 　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝
　　・強化研修（菅平）  (12) 大学委員会
　　・レフリー研修会開催（2回） 　　・神奈川県大学トーナメント大会開催
　　・C級レフリー認定講習会 　　・大学委員会総会開催
　　・C級レフリー認定講習会（実技講習） 　　・その他
　　・レフリー派遣  (13) 高校委員会
（4）コーチ委員会 　　・関東大会県予選会開催
　　・強化コーチ養成 　　・高校総体７人制大会開催
　　・育成コーチ講習会（10名参加） 　　・強化練習会開催
　　・スタートコーチ講習会（6回開催223名参加） 　　・国体ブロック大会強化練習会開催
（5）強化委員会 　　・国体ブロック大会（全神奈川派遣）
　　・強化委員会開催 　　・レフリー研修会開催
　　・関東・東日本・全国大会選手派遣補助 　　・安全対策伝達講習会開催
　　・国体強化 　　・第61国体（全神奈川派遣）
　　・ＲＳ東西対抗支援 　　・全国大会県予選会開催
　　・Ｊｒ.強化練習会 　　・県新人大会開催
　　・高校強化合宿  (14) 中学委員会
　　・中高一貫指導事業 　　・第20回県春季大会開催
（6）タグラグビー委員会 　　・第57回関東大会（チーム派遣）
　　・委員会開催（5回） 　　・第7回菅平ジャンボリー（任意参加）
　　・神奈川県タグラグビー大会開催 　　・第24回県秋季大会開催
　　・第3回全国小学生タグラグビー選手権 　　・第26回東日本大会（チーム派遣）
　　　大会県予選開催 　　・第8回一貫指導ＰＪ（対ＲＳ交流大会）
　　・神奈川県タグラグビー大会兼第11回ヨコ 　　・第9回県新人大会開催
　　　ハマカップ兼第3回全国小学生タグラグ  (15) ラグビースクール委員会
　　　ビー選手権大会南関東ブロック予選開催 　　・役員会開催（４回）
　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉 　　・委員会開催（８回）
　　　市・厚木市協会等で実施） 　　・県協会ラグビーフエスティバル参加
（7）競技委員会 　　・春の交流大会開催
　　・増田杯県７人制大会開催 　　・指導者研修会開催
　　・競技委員会開催（３回） 　　・秋の交流大会開催
　　・関係機関とのグランド利用調整 　　・県ミニ・ジュニアラグビー大会開催
（8）支部委員会 　　・あいおい・朝日ミニラグビー大会開催
　　・支部委員会開催（6回） 　　・ジュニア東西対抗試合
　　・第4回支部対抗セブンス大会開催 　　・第25回東日本大会（チーム派遣）
（9）広報委員会 　　・親子交流大運動会開催（横浜スタジアム）
　　・「ラグビー神奈川№37号」製作 　　・第10回全国ジュニアラグビー大会(花園)
　　・ホームページ管理 　　・ジュニアラグビー新人戦
 (10) 社会人委員会 　　・第3回東日本Ｕ15ジュニアラグビー選抜大会

　　・増田杯県７人制大会参加（7チーム） 　　・指導者交流大会開催
　　・春季リーグ戦開催（18チーム） 　　・対群馬ジュニアラグビー定期戦
　　・神奈川選手権大会開催（3チーム） 　　・ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰ首都圏ﾐﾆﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会開催
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 (16) 支部協会 　   ・新市誕生記念こどもまつり
　　1）厚木市協会   　 ・相模原カップタグラグビー大会
　　・理事会（12回）開催   　 ・親子ラグビースポーツ教室
　　・総会開催   　 ・第7回相模原市長杯争奪セブン大会
  　 ・第12回市民大会 　　6）秦野市協会
  　 ・第15回厚木わんぱくラグビー祭兼 　　・総会開催
　　　第9回新春タグラグビー大会 　　・理事会開催
   　・第6回厚木マスターズ大会   　 ・ラグビースクール開校
  　 ・選手強化合宿事業 　　・少年・少女ラグビー教室（8回）
  　 ・選手強化ジュニア合宿事業   　 ・ラグビースクール春の交流大会
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　　・東海大学丹沢ラグビー祭参加
　　・初心者タグラグビー教室後援（市教委） 　　・菅平合宿・研修会
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　　・指導者交流会
　　2）海老名市協会   　 ・ラグビースクール秋の交流大会
　   ・理事会（7回開催）   　 ・スクール県大会
　　・総会開催   　 ・スクール秦野協会大会
　　・市総体開会式   　 ・スクール交流運動会
　　・ルール伝達講習会   　 ・スクールクリスマス会
　　・北相地区高校大会 　　・秦野丹沢ラグビー祭開催
　　・市民マスターズ大会（５回） 　　・市少年スポーツ指導者協議会
　　・関東大学ラグビー（有料試合） 　　・県指導者交流大会
　　・親子ふれあいタグラグビー 　　7）藤沢市協会　
　　・各種県大会主管（ＲＳ・中学・高校・ 　　・常任理事会（5回）開催
　　　社会人） 　　・理事会（5回）開催
　　・市総体 　　・総会開催
　　・市協会７人制大会 　　・第25回市ラグビーフェスティバル開催
　　・第4回県支部長杯セブンス大会 　　・第61回市総体・第26回市民大会開催
　　・中野ラグビー場整備 　　・新年会開催
　　3）鎌倉市協会 　　・指導者研修会開催
　　・理事会（6回開催） 　　8）横須賀市協会
　　・総会開催 　　・理事会（４回）開催
　　・小中学校タグラグビー普及事業（15回） 　　・総会開催
　　・地域子供教室（65回）   　 ・ラグビースクール開校
　　・第3回小学生タグラグビー大会開催   　 ・ラグビースクール夏合宿
　　・第1回国際交流 　　・セブンス大会（一般）
　　・忘年会 　　・セブンス大会（高校）
　　4）川崎市協会 　　・指導者養成講習会
  　 ・第6回川崎市7人制大会 　　・親子ラグビー教室
  　 ・ラグビースクール開校   　 ・市民大会（一般）
  　 ・春季市民大会（高校･一般）   　 ・市民大会（高校）
  　 ・体育の日記念事業 　　9）横浜市協会
  　 ・秋季市民大会（一般） 　　・理事会（6回）開催
  　 ・高校7人制大会 　　・ラグビースクール大会開催
  　 ・第7回川崎市7人制大会（一般の部） 　　・高校横浜地区7人制大会開催
  　 5）相模原市協会 　　・市民大会開催（高校）
　   ・理事会（5回開催） 　　・タグラグビーフェスティバル開催
  　 ・ラグビースクール開校（54回） 　　・横浜ラグビーフェスティバル開催
　　・タグラグビー出前授業（小学校30回） 　　・高校横浜地区代表チーム大会開催
  　 ・県ミニ交流大会 　　・マスターズ大会開催（1回）
  　 ・指導員養成講習会（レフリー・安全） 　　・市民大会開催（成人）
　　・マスターズ大会開催（4回開催）
　　・県指導者研修会
　   ・ラグビースクール夏合宿（ﾐﾆ･ｼﾞｭﾆｱ）
  　 ・北相地区高校大会
  　 ・県ＲＳ大会
  　 ・相模原スポーツフェスタ
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