
１．チーム数(2010.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 　計 　　役員改選について

30 39 14 54 16 15 168 　　2010年度評議員会資料について
　　事業委員会今後の計画について

２．評議員会 　　その他
　Ｈ21・5・15（金）　於　県民センター 　Ｈ22・3・26（金）　於　県民センター

　第 5 回理事会
３．常任理事会及び理事会 　　春のチャレンジシリーズについて
　Ｈ21・6・18（木）　於　県民センター 　　役員改選について
　第１回理事会 　　2010年度評議員会資料について
　　新役員・理事紹介 　　事業委員会今後の計画について
　　役割分担の確認 　　その他
　　有料試合について 　Ｈ22・4・26（月）　於　県民センター
　　事業委員会について 　第 6 回理事会
　　秋の有料試合について 　　2010年度評議員会資料について
　　その他 　　事業委員会報告
　Ｈ21・7・17（金）　於　県民センター 　　JRFU戦略計画について
　第１回常任理事会 　　その他
　　事業委員会について

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括 ４．事業委員会
　　秋の有料試合について 　第１回委員会
　　その他 　Ｈ・21・4・8 （水）   於　県民センター　　　
　Ｈ21・8・24（月）　於　県民センター 　第２回委員会
　第２回理事会 　Ｈ・21・5・8 （金）   於　県民センター　　　
　　事業委員会について 　第３回委員会

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括 　Ｈ・21・5・29（金）   於　県民センター　　　
　　秋の有料試合について 　第４回委員会

・日程について 　Ｈ・21・6・22（月）   於　県民センター　　　
　　その他 　第５回委員会
　Ｈ21・9・１6（水）　於　県民センター 　Ｈ・21・8・26（水）   於　県民センター　　　
　第２回常任理事会 　第６回委員会
　　財政問題・ワールドカップ１０年後開催について 　Ｈ・21・11・6（金）   於　県民センター　　　
　　事業委員会について 　第７回委員会

・献血活動を12月3日横浜スタジアムにて行う 　Ｈ・22・2・2 （火）  　 於　県民センター　　　
　　その他 　第８回委員会
　Ｈ21・10・16（金）　於　県民センター 　Ｈ・22・3・15（月）   於　県協会事務所　
　第３回理事会
　　財政問題・ワールドカップ１０年後開催について ５．第３回ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　事業委員会について 　Ｈ・21・ 7・5（日）保土ヶ谷ラグビー場

・献血活動を12月3日横浜スタジアムにて行う

　　今後の有料試合について ６．ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ
　　新年会について 　Ｈ・21・4・29（水）　ニッパツ三ツ沢球技場　
　　その他 　　　NZ学生代表VS関東代表
　Ｈ21・11・13（金）　於　県民センター 　Ｈ・21・5 ・2（土）　慶應日吉陸上競技場
　第３回常任理事会 　　　NZ学生代表VS慶應義塾大
　　秋の有料試合・県協会主管試合の総括 　Ｈ・21・6・27（土）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　事業委員会の今後の取組みについて（案） 　　　慶応義塾大VS同志社大
　　新年会について
　　その他
　Ｈ21・12・9（水）　於　県民センター
　第４回理事会
　　秋の有料試合・県協会主管試合の総括
　　事業委員会について
　　その他
　Ｈ22・2・23（火）　於　県民センター
　第４回常任理事会
　　春のチャレンジシリーズについて

平 成２1年 度 　事 業 報 告
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７．公式戦主管試合（有料試合） 　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援
　Ｈ・21・9・12（土）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援
　　　日体大VS明治大 　　・普及育成委員会(RS)全国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　Ｈ・21・9・12（土）海老名陸上競技場（無料）       ・ﾁｰﾑ支援
　　　サントリーフーズVS東京ガス （6）競技委員会
　Ｈ・21・9・13（日）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・増田杯県７人制大会開催
　　　釜石シーウェイブスVSセコム 　　・競技委員会開催（３回）
　Ｈ・21・10・24（土）三ツ沢陸上競技場 （7）広報委員会
　　　東海大VS流通経済大 　　・委員会開催
　Ｈ・21・10・25（日）三ツ沢陸上競技場 　　・ラグビー神奈川４０号の作成、配布
　　　立教大VS筑波大 　　・有料試合における、写真撮影等
　Ｈ・21・11・3（火）三ツ沢陸上競技場 　　・県協会ホームページのメンテナンス
　　　横河武蔵野VSサントリーフーズ （8）支部委員会
　Ｈ・21・11・15（日）麻溝公園競技場(無料) 　　・委員会開催（5回）
　　　三菱重工相模原VS日本航空 　　・新支部立上活動、支援（茅ヶ崎市協会）
　Ｈ・21・12・５（土）海老名陸上競技場（無料） 　　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　　サントリーフーズVS日本航空 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　Ｈ・21・12・26（土）麻溝公園競技場(無料) 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加、及び支援
　　　三菱重工相模原VS東京ガス 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会

　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
８．委員会（主な活動） 　　　等の支援
（1）医務委員会 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力、及び入場
　　・安全推進講習会開催(4回) 　　　増員支援

169チーム・2047名参加 　   ・第7回県支部長杯争奪セブン大会（3月21日）
　　・ラグビーフェスティバル参加 （9）普及育成委員会
　　・国体参加選手検診実施 　☆　タグラグビー担当
　　・関東協会医務委員長会議出席 　　・委員会開催（9回）
　　・全国医務委員長会議出席 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（２回）
　　・安全推進対策本部講習会参加 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権
　　・マッチドクター派遣 　　　大会県予選開催
　　　高校からﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞまで(57試合・66名派遣) 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権
　　　タグラグビー(7試合派遣) 　　　大会南関東ブロック予選開催
（2）安全対策委員会 　　・レフリー講習会（C級ﾀｸﾞﾚﾌﾘｰ10名認定）
　　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　・県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流会兼指導者講習会
　　・平成２１年度登録安全推進講習会開催 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室等講師派遣（６回）
（3）レフリー委員会 　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉
　　・Ｂ級認定候補強化 　　　市・厚木市・海老名市・藤沢市協会等で実施）
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　　　　通算 98回 約6,777名受講
　　・ルール伝達講習会 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権大会
　　・強化研修合宿 　　　　　神奈川県代表「汐入リトルベアーズ」優勝
　　・レフリー研修会 　☆　 ラグビースクール担当
　　・タグレフリー研修会 　　・評議員会開催（8回）
　　・エリートレフリー研修会 　　・各部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　　・レフリーコーチ研修会 　   ・春の交流大会開催（5～6月）
（4）コーチ委員会 　   ・指導者研修会開催（8月）
　　・新スタートコーチ講習会開催(2回・116名参加) 　   ・秋の交流大会開催（9月）
　　・ブラッシュアップ研修会開催(3回・98名参加) 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
（5）強化委員会 　   ・親子交流大運動会開催(横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ・12月)
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・東日本大会出場（2位）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　   ・全国ジュニア大会出場（花園）
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニア強化） 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・U15ジュニア大会（水戸）
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
　　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化 　   ・ジュニア東西対抗試合
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・ジュニア群馬定期戦(３月)
　　・指導者研修会参加推進
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　☆　 中学担当  (14) 支部委員会
　   ・第２３回　県春季大会開催 　　1）厚木市協会
　   ・第６０回　関東中学校大会 　　・理事会（6回）開催
　   ・第１１回　東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 　　・総会開催
　   ・第２７回　県秋季大会開催   　 ・厚木市競技別選手権兼第15回市民大会
　   ・第３回　　東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会   　 ・第18回厚木わんぱくラグビー祭
　   ・第２９回　東日本中学校大会   　 ・第12回新春ラグビー大会(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ）中止
　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会    　・第８回厚木マスターズ大会
　   ・第１２回　新人大会   　 ・選手強化合宿事業（技術講習会）中止
　   ・第７回　　東日本U15選抜大会   　 ・選手強化ジュニア合宿事業（技術講習会）
 (10) 高校委員会   　 ・指導者養成事業(該当者無しの為、中止)
　　・第５７回関東大会県予選会開催 　   ・市内小学校タグラグビー普及事業
　　・高校総体７人制大会開催 　　　　6校、20回、延べ2,403名に実施
　　・第８９回全国大会県予選会開催 　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援
　　・県新人大会開催   　 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　　・第１０回全国高校選抜大会   　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供
　　・第５７回関東大会 　　2）海老名市協会
　　・第６４回国体関東ブロック大会 　　・理事会
　　・第６４回国体 　　・総会開催
　　・第８９回全国高校大会 　　・市総体開会式6校、20回、延べ2,403名に実施
　　・ｻﾆｯｸｽ2008ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　　・ルール伝達講習会
　　・第１１回関東高校新人大会 　　・市民マスターズ大会
　　・第１１回関東高校都県対抗戦 　　・市協会Ｊｒ育成事業
 (11) 大学委員会 　　・海老名少年少女交流大会
　　・第４０回神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管
　　・増田杯県７人制大会参加 　　・市総体
　　・総会開催 　　・県高校新人戦準決勝主管
 (12) クラブ委員会 　　・市協会レフリー研修会
　　・クラブ委員会開催（5回） 　　・支部対抗セブンス大会
　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝 　　・関東協会主催公式戦主管
　　・日本選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ対早稲田大学 　　・中野グランド整備
　　・春季クラブ選手権大会ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ開催 　　3）鎌倉市協会
　　・Ｃ級ﾚﾌﾘｰ認定講習会 　　・総会開催
　　・クラブ選抜ｖｓ社会人選抜 　　・理事会（6回開催）
　　・東日本社会人大会１回戦 　　・タグラグビー普及活動（61回）
　　・クラブ選抜ｖｓ東京都選抜 　　・技術講習会
　　・第５２回春季クラブ選手権大会 　　・第６回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・増田杯県７人制大会（7ﾁｰﾑ参加）   　 ・第１８回鎌倉市7人制大会
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　 　　・第４回国際交流
　　・学生クラブオープン戦開催 　　・深沢多目的ｽﾎﾟｰﾂ広場芝生維持活動
　　・秋季大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ会議 　　4）川崎市協会
　　・ﾙｰﾙ伝達、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会開催   　 ・ラグビースクール開校
　　・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加　   　 ・春季市民大会
　　・クラブトップリーグ　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　   　 ・指導者研修会
　　・秋季クラブ選手権大会   　 ・体育の日記念事業
　　・関東学生クラブ選手権   　 ・秋季市民大会
　　・防衛大学ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ出場   　 ・高校7人制大会
 (13) 社会人委員会 　　・菅平ジャンボリー
　　・スタッフ会議開催（６回） 　　・かわさきスポーツ人の集い
　　・有料試合支援 　　・県支部長杯争奪セブン大会
　　・増田杯県７人制大会参加（8チーム）
　　・春季リーグ戦開催（17チーム参加）
　　・神奈川選手権大会開催（3チーム参加）
　　・秋季・会長杯大会開催（12チーム）
　　・クラブ交流戦
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  　 5）相模原市協会 　　7）藤沢市協会　
　   ・理事会（4回開催） 　　・常任理事会（5回）開催
　　・総会開催 　　・理事会（5回）開催
  　 ・ラグビースクール開校（79日） 　　・総会開催
　　・タグラグビー出前授業（小学校17回） 　　・第２８回市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　 　　・第６４回市総体・第28回市民大会開催
　   ・県ミニ交流大会（1回） 　　・新年会開催
　   ・県Jr新人戦（2回）秋季大会（1回） 　　・指導者講習会開催
　   ・県社会人春季大会（2回）   　 ・シニア春季交流大会
　   ・ラグビースクールミニ合宿   　 ・シニア秋季交流大会
　   ・市さくらまつり　パレード参加   　 ・社会人7人制大会
　   ・東海大相模高校ラグビー祭り　 　　8）横須賀市協会
　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全等） 　　・総会開催
　   ・菅平ミニジャンボリー 　   ・理事会（4回開催）
　   ・東日本Jr菅平ジャンボリー大会   　 ・ラグビースクール
　   ・県指導者研修会   　 ・ラグビースクール夏合宿
　   ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ協会指導者研修会   　 ・セブンス大会（一般･高校）
　   ・ラグビースクール夏合宿   　 ・指導者養成講習会
　   ・北相地区高校ラグビー大会　   　 ・親子ラグビー教室
　   ・県ミニラグビースクール大会   　 ・市民大会（一般･高校）
　   ・県Jr秋季大会（2回） 　　9）横浜市協会
　   ・県社会人秋大会（1回） 　   ・理事会（5回開催）
　   ・かながわ・ゆめ国体記念ｲﾍﾞﾝﾄ 　　・県高校関東大会予選
　   ・高校県大会決勝 　　・タグラグビーフェスティバル開催
　   ・相模原ｶｯﾌﾟﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　　・マスターズ大会開催
　   ・親子ラグビースポーツ教室　 　　・高校大会
　   ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催(2回) 　　・市民大会開催（高校）
　   ・県タグラグビー交流大会 　　・タグラグビー大会開催（2回）
　   ・県Jr新人戦（3回） 　　・マスターズ大会開催
　   ・第１０回市長杯争奪相模原セブン大会 　　・市民大会開催（成人）
　   ・２１年度スクール卒業式 　　・オール横浜市高校とオール福岡県高校との交流戦開催
　   ・関東高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会　合同ﾁｰﾑ 　10）大和市協会
　   ・第７回県支部長杯争奪セブン大会 　   ・理事会（5回開催）
　　6）秦野市協会 　　・第1回初心者ラグビー教室開催
　　・協会総会 　　・第2回大和市ラグビーフェスティバル（雨天中止）
  　 ・ラグビースクール開校式・花見会 　　・楽しいラグビー教室開催
　   ・市体育協会理事会 　　・第２回大和市キンダーCUP開催
　   ・ミニ合宿   　 ・合同忘年会(市協会・ラグビースクール・クラブ）
　   ・春季交流大会   　 ・ジュニア/シニア交流大会
　   ・東海大学相模校ラグビー祭   　 ・指導者講習会
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　11）茅ヶ崎市協会
　   ・県協会ラグビーフェスティバル 　　・理事会（6回開催）
　   ・菅平合宿 　　・ラグビーフェスティバル開催
　　・指導者交流会 　　・ラグビー教室（7回開催）
　   ・協会理事会 　　・ビーチラグビー大会
　   ・スクール秋季県交流戦 　　・市民開放デー（2回開催）
　   ・スクール県大会 　　・指導者講習会
　   ・ジュニア東西対抗 　　・写真展
　   ・東海大応援
　   ・スクール交流運動会
　   ・スクールクリスマス会
　   ・市体育協会新春の集い
　   ・はだのっ子駅伝大会
　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　   ・厚木ラグビー交流会
　   ・横浜RS40周年記念試合
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