２０１４年度 社会人・大学・クラブ委員会 事業報告

（様式１）

第１回 春季交流大会 兼 レフリー勉強会【主催】
開催 5月11日(日)
会場 ツインフィールド
結果 ホームページ掲載

開日
会場

東日本クラブ選手権大会 茨城県予選【主催】

開日

会場

第３回 タッチフット大会【主催】

クラブ名

チーム名

日立建機
日立製作所
社会人
Ｂ
エムエムシー
イワサキクラブ ピッグノーズ
茨城魅惑倶楽部
スタッグス 鹿島ラグビークラブ
県西キャノンボール
常総クラブ
ツクバリアンズＲＦＣ
常陸不惑クラブ
クラブ
ＲＫＵ ドラゴンズ
ラグビ グレース
龍ケ崎 バーシティ
バーシティＢ
ひたちなかクラブ
茨城県 原子力機構
クラブ イワサキクラブ ピッグノーズ
学生ク
筑波大学 Ｕ.Ｔ.Ｃ.
茨城大学
筑波大学
大学
筑波大学 医学専門学群
流通経済大学
登録選手混成 Mix - Team
委員会招待チ-ム ツクバリアンズ タッチ
0807011

0807012
0807024
0811001
0811002
0811005

0811008
0811010
0811013
0811018

10月19日(日)・11月1日(土)
ケーズデンキスタジアム水戸
龍ケ崎市たつのこフィールド
8月31日(日)・9月7日(日)・14日(日)
9月28日(日)・10月12日(日)・12月14日(日)
流通経済大学 第二ラグビー場

第４回 オールスターゲーム【主催】

開催 9月14日(日)
会場 (株)つくばイワサキ ラグビー場
結果 ホームページ掲載

登録

9月28日(日)・10月12日(日)・26日(日)
11月9日(日)・16日(日)・30日(日)
(株)前川製作所 ラグビー場 ほか
ホームページ掲載

東日本トップクラブリーグ【主管】

開催 6月1日(日)・29日(日)
会場 流通経済大学 第二ラグビー場
結果 ホームページ掲載

４月２６日(土)
６月２8日(土)
７月 ４日(土)
７月１９日(土)
９月１３日(土)
１１月 １日(土)
１月１７日(土)
２月２１日(土)
２月２１日(土)
３月１４日(土)

開催

関東大学リーグ戦【主管】

開催 5月25日(日)
会場 (株)つくばイワサキ ラグビー場
結果 ホームページ掲載

第３回クラブ委員会
社会人委員会
第４回クラブ委員会
【 関東協会 】
第５回クラブ委員会
第６回クラブ委員会
第７回クラブ委員会
【 関東協会 】
【 関東協会 】
第８回クラブ委員会

茨城県リーグ２０１４【主催】
会場
結果

春季７人制大会 兼 県民総合体育大会【主催】

開催
会場
結果

12月13日(土)
流通経済大学 第一ラグビー場
ホームページ掲載

春季大会運営会議，ファミリー増員ＰＪ
茨城県社会人将来計画会議
秋季大会運営会議，ファミリー増員ＰＪ
北関東甲信越クラブ委員長会議
タッチフット大会運営会議，ファミリー増員ＰＪ
オールスター運営会議，ファミリー増員ＰＪ
２０１５年度事業計画，ファミリー増員ＰＪ
東日本 社会人委員長会議
東日本 クラブ委員長会議
クラブと地域交流 に関する研修

0811034

0808003
0806001

0806002

（茨城県クラブ）

3名
9名
7名
7名

plate ５位
plate ５位
CUP ２位
plate 優勝

10名
11名
3名

plate ３位
plate ５位
plate ５位

２位
優勝

３位
２位

オ-プン参加
オ-プン参加

２位

オ-プン参加

優勝
３位

優勝
３位

plate ２位

0806003
0806005

つくば市
龍ケ崎市
土浦市
菅平高原 国際リゾートＣ
桜川市
下館市
土浦市
秩父宮ラグビー場 会議室
秩父宮ラグビー場 会議室
いわき市

交流大会 県民総体 東日本大会 タッチ大会 県リーグ All Stars その他大会
Family PJ （７人制） 茨城県予選 Family PJ （15人制）
（県外大会）
15名 plate ３位
5名
６位
４位
CUP 優勝
トップイースト
CUP ３位
関東社会人Ｌ

0811032

0811033
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CUP ３位

３位

２位

2名
2名
3名
6名

関東甲信不惑大会
東日本選手権
東日本不惑大会
トップクラブＬ
関東女子Ｌ
関東社会人Ｌ

23名
関東社会人Ｌ
2名
1名

関東学生クラブ
地区対抗大会予選
関東大学対抗戦
関東大学医歯薬Ｌ
関東大学Ｌ
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４
月

議事録
報告書

５
月 報告書
会議
会議

６
月

７
月

報告書
会議
報告書
議事録
会議

８
月 主管
主管
会議
報告書
主管
9
月

報告書
主管
10 主管
月
報告書

筑波大学
06 ＹＣ＆ＡＣセブンズ
流通経済大学
筑波大学
13 東日本大学セブンズ
流通経済大学
20 セブン ア サイド（リーグ戦連盟セブンズ） 流通経済大学
4月26日 第３回クラブ委員会（春季各種大会 運営会議）
26 関東大学春季大会
筑波大学 - 法政大学
27 関東大学春季大会
流通経済大学 - 中央大学
04 関東大学春季大会
流通経済大学 - 慶應義塾大学
11 春季交流大会 ＆ レフリー勉強会
８チーム ６５名
筑波大学 - 日本大学
11 関東大学春季大会
流通経済大学 - 帝京大学
17,18 太陽生命ウィメンズセブンズ 龍ケ崎大会 グレース
17,18 東日本不惑大会
常陸不惑クラブ
25 茨城県民総合体育大会
１２チーム １８試合
筑波大学 - 明治大学
25 関東大学春季大会
流通経済大学 - 早稲田大学
5月25日 常任理事会＆理事会
5月31日 茨城県年次総会
31-01 メディカルセブンズ
筑波大学医学
01 関東大学春季大会
筑波大学 - 青山学院大学
01 関東大学春季大会
流通経済大学 - 大東文化大学
01 東日本クラブ選手権 県予選 準決勝
常総クラブ - 茨城県クラブ
流通経済大学
08 ジャパンセブンズ2014
グレース
21 関東大学春季大会
筑波大学 - 東海大学
6月28日 社会人委員会（将来計画会議）
29 東日本クラブ選手権 県予選 決勝
ツクバリアンズ - 常総クラブ
29 関東大学オールスター
流通経済大学
7月5日 第４回クラブ委員会（秋季各種大会 運営会議）
05,06 菅平不惑大会
茨城魅惑倶楽部
ドラゴンズ
12,13 北海道バーバリアンズセブンズ
グレース
12,13 ラグビーフェスタ in 菅平
ひたちなかクラブ
7月19日 【関東協会】北関東甲信越クラブ委員長会議
19,20 太陽生命ウィメンズセブンズ 横浜大会 グレース
8月24日 常任理事会＆理事会
31 東日本トップクラブリーグ
ドラゴンズ - タイセイハウジーレッズ
06,07 第29回関東甲信越不惑大会
茨城魅惑倶楽部
07 東日本トップクラブリーグ
ドラゴンズ - Ｓｈａｒｋｓ
07 関東大学ジュニア選手権
筑波大学 - 大東文化大学
07 東日本クラブ選手権
ツクバリアンズ - 勝沼クラブ
9月13日 第５回クラブ委員会（秋季各種大会 運営会議）
14 第３回 タッチフット大会
６チーム ４２名
14 関東大学対抗戦
筑波大学 - 明治大学
14 関東大学リーグ
流通経済大学 - 山梨学院大学
14 東日本トップクラブリーグ
ドラゴンズ - 神奈川タマリバクラブ
14 関東社会人リーグ
ひたちなか - 三菱重工横浜
14 ジャパンラグビートップイースト
日立製作所 - サントリーフーズ
21 関東大学リーグ
流通経済大学 - 立正大学
21 関東大学ジュニア選手権
筑波大学 - 中央大学
21 東日本クラブ選手権
ツクバリアンズ - 宇都宮白楊クラブ
21 関東医歯薬大学リーグ
筑波大学医学 - 日本歯科大学
21 関東学生クラブ選手権
筑波大学ＵＴＣ - 早稲田大学うえいるず
27 関東社会人リーグ
ＭＭＣ - ＥＢＲ
28 ジャパンラグビートップイースト
日立製作所 - クリーンファイターズ
茨城県クラブ - 日立建機
28 茨城県リーグ
バーシティ - 常総クラブ
28 関東社会人リーグ
ひたちなか - NYK BUFFALOES
28 関東大学対抗戦
筑波大学 - 早稲田大学
28 関東大学ジュニア選手権
流通経済大学 - 大東文化大学
28 東日本トップクラブリーグ
ドラゴンズ - 北海道バーバリアンズ
04 関東社会人リーグ
ＭＭＣ - 下総海上自衛
04 関東大学ジュニア選手権
筑波大学 - 流通経済大学
11 関東大学対抗戦
筑波大学 - 慶應義塾大学
11 関東大学リーグ
流通経済大学 - 法政大学
12 東日本トップクラブリーグ
ドラゴンズ - マンダラ東京
12 関東大学ジュニア選手権
流通経済大学 - 法政大学
12 女子関東リーグ
グレース - PTA15s
12 関東医歯薬大学リーグ
筑波大学医学 - .聖マリアンナ医科大学
12 関東学生クラブ選手権
筑波大学ＵＴＣ - 慶應義塾大学貘之會
バーシティ - 茨城県クラブ
12 茨城県リーグ
常総クラブ - 混成

横浜市 ＹＣＡＣ
秩父宮ラグビー場
町田市 野津田公園
つくば市
町田市 法政大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
横浜市 慶應義塾大学Ｇ
水戸市 ツインフィ-ルド
つくば市 筑波大学Ｇ
横浜市 ニッパツ三ツ沢
龍ケ崎市 ＲＫＵ第一
市原市 スポレクパーク
桜川市 つくばイワサキ
静岡県 草薙総合運動場
龍ケ崎市 たつのこＦ
水戸市 ケーズスタ
水戸市 青柳公園
熊谷ラグビー場
つくば市 筑波大学Ｇ
東松山市 大東文化大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
秩父宮ラグビー場
横浜市 ニッパツ三ツ沢
龍ケ崎市 流通経済大学
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
秩父宮ラグビー場
土浦市
長野県 菅平高原
札幌市 定山渓
長野県 菅平高原
長野県 菅平高原
横浜市 ＹＣＡＣ
水戸市 総合運動公園
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
宇都宮市 県総合運動公園
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
つくば市 筑波大学Ｇ
長野県 菅平高原
桜川市 つくばイワサキ
桜川市 つくばイワサキ
秩父宮ラグビー場
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
大田区 東京ガス大森Ｇ
海老名市 運動公園陸上
町田市 市立陸上競技場
八王子市 中央大学Ｇ
足利市 総合陸上競技場
小金井市 日本歯科大学Ｇ
江戸川区 臨海球技場
調布市 三菱養和会
水戸市 ケーズスタ(補助)
桜川市 つくばイワサキ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
龍ケ崎市 ＲＫＵ第一
秩父宮ラグビー場
東松山市 大東文化大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
調布市 三菱養和会
つくば市 筑波大学Ｇ
熊谷ラグビー場
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
熊谷ラグビー場
つくば市 筑波大学Ｇ
三郷市 サンケイＳＣ
守谷市 前川製作所
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主管
10
月

報告書
主管
会議

報告書
11 報告書
月

報告書

報告書
主管

12
月 会議

１
月

会議

２ 会議
月 会議
会議
３
月

13 ジャパンラグビートップイースト
18 関東大学対抗戦
19 関東大学リーグ
19 東日本クラブ選手権 準々決勝
19 関東医歯薬大学リーグ
19 関東社会人リーグ
25 全国地区対抗大学大会 関東２区予選
25 関東社会人リーグ
25 関東大学ジュニア選手権
25 関東社会人リーグ
26 ジャパンラグビートップイースト
26 女子関東リーグ
26 茨城県リーグ
01 関東大学リーグ

11月1日
02 東日本クラブ選手権 準決勝
02 女子関東リーグ
02 関東社会人リーグ
02 関東学生クラブ選手権
08 関東社会人リーグ
09 関東社会人リーグ
09 関東大学対抗戦
09 東日本トップクラブリーグ
09 茨城県リーグ
09 ジャパンラグビートップイースト
15 関東社会人リーグ
15 関東大学リーグ
16 茨城県リーグ
16 関東社会人リーグ
16 関東医歯薬大学リーグ
16 関東学生クラブ選手権 準決勝
22 関東大学ジュニア選手権 プレーオフ
23 関東社会人リーグ
23 ジャパンラグビートップイースト
23 関東大学対抗戦
23 第１回全国女子ラグビー選手権大会
23 全国地区対抗大学大会 関東２区予選
29 関東大学ジュニア選手権 入替戦
30 関東大学ジュニア選手権 プレーオフ
30 茨城県リーグ
30 ジャパンラグビートップイースト
30 関東医歯薬大学リーグ
30 関東大学リーグ
30 東日本トップクラブリーグ
07 関東大学対抗戦
07 関東社会人リーグ
13 第４回オールスターゲーム
14 関東医歯薬大学リーグ 入替戦
14 東日本トップクラブリーグ
14 全国大学選手権
12月21日
21 全国大学選手権
21 関東社会人リーグ 入替戦
27 全国大学選手権
02 全国大学選手権大会 準決勝
10 全国大学選手権大会 決勝
12 全国クラブ大会 １回戦
1月17日
7, 8 津軽雪上ラグビー大会
08 日本選手権
2月15日
2月21日
2月21日
01 関東地区セブンズ（女子）
3月14日
15 Japan Womens Sevens

日立製作所 - ブルーシャークス
筑波大学 - 帝京大学
流通経済大学 - 日本大学
ドラゴンズ - 宇都宮白楊クラブ
筑波大学医学 - 杏林大学
ＭＭＣ - ＭＳＭ
茨城大学 - 高崎経済大学
ＭＭＣ - 博報堂
筑波大学 - 法政大学
流通経済大学 - 中央大学
バーシティ - ＪＴＢ
日立製作所 - 明治安田生命
グレース - 日本体育大学
バーシティ - 日立建機
茨城県クラブ - 混成
流通経済大学 - 東海大学
第６回クラブ委員会（秋季各種大会 運営会議）
ドラゴンズ - 北海道バーバリアンズ
グレース - 世田谷レディース
ＭＭＣ - 日本生命東京
筑波大学ＵＴＣ - 中央大学ＩＣＢＭ
バーシティ - 三菱重工横浜
ひたちなか - ＩＨＩ
筑波大学 - 明治学院大学
ドラゴンズ - 北上矢巾ブレイズラガー
常総クラブ - 日立建機
バーシティ - 混成
日立製作所 - 富士ゼロックス
ＭＭＣ - ＳＣＲＦＣ
流通経済大学 - 大東文化大学
日立建機 - 混成
ひたちなか - ＪＴＢ
バーシティ - NYK BUFFALOES
筑波大学医学 - 日本医科大学
筑波大学ＵＴＣ - 日本大学経法
流通経済大学 - 中央大学
バーシティ - ＩＨＩ
日立製作所 - ＪＡＬ ＷＩＮＧＳ
筑波大学 - 立教大学
グレース - 兵庫県合同
茨城大学 - 日本大学桜工
流通経済大学 - 早稲田大学
筑波大学 - 大東文化大学
常総クラブ - 茨城県クラブ
日立製作所 - 船岡自衛隊
筑波大学医学 - 日本大学歯学部
流通経済大学 - 中央大学
ドラゴンズ - ＹＣ＆ＡＣ
筑波大学 - 青山学院大学
ひたちなか - バーシティ
オールスター(県リーグ選抜) - バーシティ
筑波大学医学 - 自治医科大学
ドラゴンズ - 駒場ＷＭＭ
流通経済大学 - 京都産業大学
筑波大学 - 大東文化大学
常任理事会＆理事会
流通経済大学 - 中央大学
筑波大学 - 関西学院大学
バーシティ - 日本ユニシス
流通経済大学 - 慶應義塾大学
筑波大学 - 明治大学
筑波大学 - 東海大学
筑波大学 - 帝京大学
ドラゴンズ - 六甲ファイティングブル
第７回クラブ委員会（次年度事業計画）
グレース
筑波大学 - サントリーサンゴリアス
理事会
【関東協会】東日本 社会人委員長会議
【関東協会】東日本 クラブ委員長会議
グレース
第８回クラブ委員会（地域連携に関する研修）
グレース

三鷹市 大沢総合Ｇ
秩父宮ラグビー場
水戸市 ケーズスタ
熊谷ラグビー場
つくば市 筑波大学Ｇ
調布市 三菱養和会
前橋市 県営敷島公園
調布市 三菱養和会
町田市 法政大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
八王子市 明治安田生命Ｇ
熊谷ラグビー場
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
龍ケ崎市 たつのこＦ
下館市
熊谷ラグビー場
調布市 三菱養和会
三郷市 サンケイＳＣ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
桜川市 つくばイワサキ
熊谷ラグビー場
北上市 総合公園第二
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
海老名市 富士ゼロックス
調布市 三菱養和会
江戸川区 陸上競技場
桜川市 つくばイワサキ
調布市 日本郵船飛田給Ｇ
川崎市 日本医科大学Ｇ
三郷市 サンケイＳＣ
八王子市 中央大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
水戸市 ケーズスタ(補助)
熊谷ラグビー場
江戸川区 陸上競技場
水戸市 茨城大学Ｇ
杉並区 早稲田大学Ｇ
東松山市 大東文化大学Ｇ
守谷市 前川製作所
宮城県 船岡自衛隊Ｇ
つくば市 筑波大学Ｇ
秩父宮ラグビー場
横浜市 ＹＣ＆ＡＣ
江戸川区 陸上競技場
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
龍ケ崎市 ＲＫＵ第一
小金井市 日本歯科大学Ｇ
龍ケ崎市 ＲＫＵ第二
東大阪市 近鉄花園
秩父宮ラグビー場
水戸市 生涯学習センター
秩父宮ラグビー場
東大阪市 近鉄花園
龍ケ崎市 ＲＫＵ第一
江戸川区 陸上競技場
秩父宮ラグビー場
調布市 味の素スタジアム
名古屋市 瑞穂公園
土浦市
弘前市
秩父宮ラグビー場
水戸市 総合運動公園
秩父宮ラグビー場
秩父宮ラグビー場
熊谷ラグビー場
いわき市
名古屋市 瑞穂公園

