裏表紙
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県民総合体育大会 (７人制)
７人制)
2013 年の結果

東日本クラブ選手権
2013 年の結果
年の結果

優勝 日立製作所

mvp 久保 拓也

選手

２位 常総クラブ

mvp 村山 祐斗

選手

３位 茨城大学

mvp 武田 千馬

選手

４位 ツクバリアンズ

mvp 岩井 拓未

選手

５位 日立建機

mvp 清水 洋

選手

６位 スタッグス

mvp 郡司 彰人

選手

７位 原子力機構

mvp 渡邉 哲男

選手

８位 ピッグノーズ

mvp 坂本 康裕

選手

９位 キャノンボール

mvp 関 智也

選手

10 位 ひたちなか

mvp 藤枝 邦之

選手

決勝：
決勝：9/8
18:00 流通経済大Ｇ
準決勝：8/18
8/18 18:00

流通経済大Ｇ

茨城
茨城県代表
ツクバリアンズ

社会人 ・大学・クラブ委員会 作成
３－１２

常総クラブ

2014 年の予定

茨城県予選

６１－０

ツクバリアンズ

原子力機構

キャノンボール

2014 年の予定

５月２５日（日） 全１２チームで開催予定

６月～７月に実施予定

詳しくは茨城県協会ホームページでご確認ください。

詳しくは茨城県協会ホームページでご確認ください。

タッチフット大会
2013 年の様子

秋季リーグ

ピッグノーズ

ひたちなか

キャノンボ
キャノンボール

＆ リーグ選抜

2013 年の様子
スタッグス ，キャノンボール ，日立建機

１０月６日（日）

原子力機構 ，ＲＫＵラグビー龍
，ＲＫＵラグビー龍ケ崎バーシティ
崎バーシティ

ツクバリアンズ

(B)

堀原運動公園
参加チーム
参加チ
：
：ピッグノーズ
ピッグノーズ , ツクバリアンズ , 秀英ＯＢ
ＯＢ

日立建機

原子力機構
原子力機構, 茨城魅惑,
茨城魅惑 ひたちなか
ひたちなか, スタッグス

１２//７(土)

常総

第３回 リーグ選抜試合

スタッグス

選抜 28-50
28
ＲＫＵラグビー龍 崎バーシティ
ＲＫＵラグビー龍ケ崎バーシティ

ＭＶＰ 男子：中馬

選手（ツクバリアンズ）

女子：メーガン・メンドーサ

茨城県内では、上記のほかに つぎのクラブが活動しております。

選手（茨城魅惑）

2014 年の予定
第４回大会として 10 月に実施予定。
詳しくは茨城県協会ホームページでご確認ください。

2014 年の予定
10 月～11 月

堀原運動公園・水戸ツインフィールド 他

企業
大学
学生
不惑
クラブ
その他

日立製作所 ／ エムエムシー
茨城大学 ／ 筑波大学 ／ 筑波大学医学 ／ 流通経済大学
筑波大学ＵＴＣ
筑波大学
ＵＴＣ
茨城魅惑倶楽部 ／ 常陸不惑クラブ
ドラゴンズ 成人男子) , グレース(成人女子
グレース 成人女子) , バーシティ(学生)
バーシティ
)】
ＲＫＵラグビー龍ケ崎 【ドラゴンズ(成人男子
複数のチームが協力し
合同チームとして公式戦に出場できる
新システムがスタート
複数のチームが協力し,合同チームとして公式戦に出場できる
合同チームとして公式戦に出場できる新
がスタート)
茨城県クラブ (複数のチームが協力し

裏表紙
表紙

県西キャノンボール
活動場所：下館工業高校
活動場所 下館工業高校（第1
1、3 水曜日）
曜日）
：砂沼広域公園
：砂沼広域公園（第2
2、4 水曜日）
曜日）
：県西総合公園
：県西総合公園（日曜日）
曜日）
活動時間：毎週水曜日
活動時間：毎週水曜日 19:00～21:00
19:00 21:00 ナイター
第 2 日曜日 9:30～11:30
9:30
連 絡 先：関 智也
智也(主務) tomoya1117@gmail.com
tomoya1117 gmail.com

原子力機構ＲＦＣ

活動場所
活動場所：鹿嶋市宮中伏見
：鹿嶋市宮中伏見 清真学園グラウンド

活動場所：土浦市の中貫公園
活動場所 土浦市の中貫公園 (常磐線神立駅より車で５分
常磐線神立駅より車で５分)
常磐線神立駅より車で５分

活動時間 毎週水曜 19 時～ 筋トレ（グラウンド隣の体育館
活動時間：毎週水曜
グラウンド隣の体育館
グラウンド隣の体育館）

活動時間
活動時間：毎週火曜 １８:３０～２０
３０～２０:００

活動時間：毎週土曜
活動時間：毎週土曜 通常練習 9:30～12:00
～12:00

毎週土曜 9 時～12
時～
時 練習（
（雨天時は体育館
雨天時は体育館）
月一回

茨城大学と合同練習をしています。

連 絡 先：ishizaki_katsuhiko
ishizaki_katsuhiko ezweb.ne.jp
ishizaki_katsuhiko@ezweb.ne.jp
090
090-3533-5402
5402 石﨑勝彦(主将)
石﨑勝彦

時は西暦２０１４年・・・今あなたの中で何かが目覚めよう

そう！！いまこそラグビーをやるときである！
そんなあなたにおすすめのチーム！
そうだね！県西キャノンボールだね！
我がチームは、時には厳しく、時には優しく、時にはいやら
しく！そんな楽しい雰囲気で練習や試合に励んでおります。
さあみんな勇気を出すなら今だよ！
気になったら上記のアドレスにメールをレッツ送信！

日立建機ラグビー部

活動場所：那珂郡東海村 原研グラウンド(阿漕ケ浦公園近辺
活動場所：那珂郡東海村
原研グラウンド
浦公園近辺)

ブ ロ グ：http://genkenrugger.blog.fc2.com/
http://genkenrugger.blog.fc2.com/

としている！

スタッグス 鹿島ラグビ
ラグビ-フットボ
フットボ-ルクラブ
ルクラブ

私達は、東海村近郊で活動しているチームでして、経験不
問で誰でも入部できます。20～40 代、経験者や未経験者な
問で誰でも入部できます。20
ど様々なメンバーで構成されています。
活動目的としては、社会性の高いスポーツであるラグビー
を通じて、健康維持や体力維持、仲間と協力して試合での勝
利の喜びを分かち合うことです。
実績として、茨城県ラグビー協会主催のタッチラグビー大
会で２年連続優勝をしています。
また、コミュニケーションの一環として、飲み会を定期的
に開催しています。
多くのメンバーとラ
グビーを楽しみたいと
考えていますので、興味
がある方は、是非、ご連
絡お願い致します。

ツクバリアンズＲＦＣ イワサキクラブ ピッグノーズ

連 絡 先
先：飯塚大輔 090-4179
4179-0120
d.iitsuka@gmail.com
d.iitsuka gmail.com
Home Pagee：http://blogs.yahoo.co.jp/stagsjp
http://blogs.yahoo.co.jp/stagsjp

日曜

試合 ／ 年８試合程度

夏合宿、忘年会、ＯＢ戦等もあり

連 絡 先：福井義章
：福井義章(主務) y.fukui.rl@hitachi
y.fukui.rl hitachi-kenki.com
kenki.com

Facebookk：STAGS
STAGS R.F.C で検索してください
スタッグス・鹿島ラグビーフットボールクラブは、茨城県鹿嶋市をホーム
とするラグビーのクラブチームです。クラブはトップチームの G１
（generation
generation 1）
）
，初心者を中心としたノーコンタクトチームチームの G２，
over40 の G３，小学生のジュニアチームで構成されています。メンバーは、
３，小学生のジュニアチームで構成されています。メンバーは、
体格も、年齢も、仕事も，居住地も、スキルも、フィットネスも…十人十色。
それぞれのスタイルでラグビーを楽しんでいます。
試合は、年間１０試合程度。茨城県社会人リーグに加盟しています。また、
近年は千葉県のチームとも交流を図っています。８月と１２月には神栖市長
杯に参加しています。練習試合も行っています。
ブログ、
ブログ、Facebook を開設してメンバーの連絡用に活用しています。興味
のある方は、どうぞご覧下さい。また、スタッグスはこだわりのない純粋な
は、どうぞご覧下さい。また、スタッグスはこだわりのない純粋な
クラブです。新しいメンバーを歓迎していますので、ラグビーが好きな人は
どうぞ気軽に参加して下さい。一人でも多くの人とラグビーを通して触れ合
いたいと思っています！

常総クラブ
常総クラブ

私たち日立建機ラグビー部は、土浦市近辺のラグビー好き
私たち日立建機ラグビー部は、土浦市近辺のラグビー好き
が集まって日々活動しています。チーム名は企業チームです
が集まって日々活動しています。チーム名は企業チームです
が、社外の方も多く、みんなで和気あいあいと楽しく週末を
が、社外の方も多く、みんなで和気あいあいと楽しく週末を
過ごせます。
優しい先輩が丁寧に教えてくれるので、初心者でも全く問
優しい先輩が丁寧に教えてくれるので、初心者でも全く問
題ありません。飲み会やＢＢＱ等の交流も多数あり、興味の
題ありません。飲み会やＢＢＱ等の交流も多数あり、興味の
ある方は是非一度ご連絡下さい。

Let’s Enjoy Rugby!!

ひたちなか
ラグビークラブ
ひたちなかラグビークラブ

活動場
場所：筑波大 , 岡村製作所 他

活動
活動場所：(株)
)つくばイワサキ構内
つくばイワサキ構内

活動場所
活動場所：前川製作所グランド
前川製作所グランド

活動場所：日製水戸工場グラウンド
活動場所：日製水戸工場グラウンド

活動時間：木曜・19
活動時間
19:00 ～

活動時間：日曜日
活動時間：日曜日

活動時間
活動時間：水・金 ２０：００～

活動時間：毎週水曜日
活動時間：毎週水曜日 20:00～
20:00

クラブハウス：つくば市春日
クラブハウ
つくば市春日

土曜・15:00
00 ～

4-16-2 ツクバリアンズ
ツクバリアンズクラブハウス
クラブハウス

連 絡 先：029-869
869-4680（クラブハウス）
barbarians
barbarians@image.ocn.ne.jp
image.ocn.ne.jp

連 絡 先：北村
：北村 剛(主務) kitamura-takeshi@til.eye.co.jp
kitamura takeshi@til.eye.co.jp

日 １０：００～

ナイター

毎週日曜日 公式戦、練習試合、練習など

Home Page：
Pag http://sites.google.com/site/iwasakiclubpignose/
http://sites.google.com/site/iwasakiclubpignose/

https://sites.google.com/site/josorfc/
Home Pagee：https://sites.google.com/site/josorfc/

連 絡 先：青柳 稔
稔(代表) minoruaoyagi@hotmail.com
minoruaoyagi hotmail.com

年 会 費：￥8,0
8,000（スポーツ保険，大会登録費，その他
スポーツ保険，大会登録費，その他
スポーツ保険，大会登録費，その他）

年 会 費
費：￥10,000
000

Home Page：http://www.hitachinaka
Pag http://www.hitachinaka-rfc.com/index.html
http://www.hitachinaka rfc.com/index.html
登録料、傷害保険料、その他活動費)
登録料、傷害保険料、その他活動費
年 会 費：\20,000
20,000 ((登録料、傷害保険料、その他活動費

Home Page：http://www.tsukubarians.com
Pag http://www.tsukubarians.com
当クラブの自慢は、全面天然芝のラグビー専用グランド。

メンバー
メンバー募集中 ： シニアチシニアチ-ム , タッチチタッチチ-ム

私たち ひたちなか
は、茨城のビッグクラブを目指して、
ひたちなかR.F.Cは、

クラブハウスには、シャワ-ル-ム・ウエイトル
クラブハウスには、
ム・ウエイトル-ム、広い談話室
ム、広い談話室
ム、広い談話室が併設。

関東社会人リーグ３部で活動しています！
就職、転勤で茨城にこられた方！

最近メタボと診断されてしまった方！！

活動の場がなくなり、引退されてしまった方！

転勤等で茨城に来てしまった方！！
転勤等で茨城に来てしまった方！！

私たちと共に、フィールドに立ちませんか！？

おっイイじゃん！とお考えになってしまったあなた
おっイイじゃん！とお考えになってしまったあなた！！

チーム一同お待ちしています！！

お気軽にグランドへお
越しください。
メタボな仲間たちがお

新入部員募集中！

待ちしております！！

３０歳以上のゲームもあり
久しぶりに、ラグビーをはじめたい人も歓迎

