2012年度 社会人・大学委員会 事業報告
大学

4月8日 ＹＣＡＣ ジャパンセブンズ

筑波大学

大学

10月20日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

大学

4月8日 ＹＣＡＣ ジャパンセブンズ

流通経済大学

大学

10月21日 関東大学リーグ

大学

10月21日 関東大学対抗戦

大学

4月15日 リーグ戦グループ セブンアサイド

流通経済大学

クラブ

大学

4月22日 東日本大学セブンズ

筑波大学

社会人

大学

4月22日 東日本大学セブンズ

流通経済大学

大学
大学
委員会
委員会
大学

筑波大学 - 明治大学

10月21日 東日本トップクラブリーグ

5月13日 関東大学春季大会
5月13日 茨城県民総合体育大会

県民総体

5月13日 茨城県民総合体育大会

県民総体

5月13日 茨城県民総合体育大会

県民総体

5月13日 茨城県民総合体育大会

県民総体

5月13日 茨城県民総合体育大会

筑波大学 - 東海大学

10月21日 関東医歯薬大学リーグ

日立製作所 - 警視庁

10月21日 関東学生クラブ選手権

筑波大学医学専門学群 - ひたちなかクラブ
茨城大学 - 原子力研究開発機構

10月27日 関東大学リーグ

大学

10月27日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

流通経済大学 - 拓殖大学

10月27日 【大会運営補助】ジャパントップリーグ ＠ 水戸市 ケースデンキスタジアム

社会人

10月28日 関東社会人リーグ

県西キャノンボール - スタッグス鹿嶋
日立建機 - 筑波大学医学専門学群
ひたちなかクラブ - 筑波大学ＵＴＣ

日立製作所 - 東京消防庁

大学

10月28日 関東大学ジュニア選手権

筑波大学 - 明治大学

大学

10月28日 関東大学ジュニア選手権

流通経済大学 - 立正大学

大学

10月28日 関東学生クラブ選手権

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） - 日本体育大学

5月20日 茨城県民総合体育大会

ツクバリアンズ - 県西キャノンボール

大学

11月3日 関東学生クラブ選手権

県民総体

5月20日 茨城県民総合体育大会

ひたちなかクラブ - 原子力研究開発機構

大学

11月4日 関東大学対抗戦

県民総体

5月20日 茨城県民総合体育大会

大学

11月4日 関東医歯薬大学リーグ

県民総体

5月20日 茨城県民総合体育大会

常総クラブ - ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ）

ピッグノーズ - 日立建機
茨城大学 - 筑波大学医学専門学群

大学

5月26日 メディカルセブンズ２０１２

筑波大学医学専門学群

大学

5月27日 メディカルセブンズ２０１２

筑波大学医学専門学群

大学

5月27日 関東大学春季大会

県民総体

5月27日 茨城県民総合体育大会

県民総体

5月27日 茨城県民総合体育大会

筑波大学 - 大東文化大学
ＲＫＵ龍ケ崎（グレース）

クラブ

大学

6月17日 関東大学春季大会

11月4日 関東大学ジュニア選手権

大学

11月4日 関東学生クラブ選手権

大学

6月17日 関東大学春季大会

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 北海道バーバリアンズ
流通経済大学 - 法政大学
ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 早稲田大学ＧＷ

11月4日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

11月4日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

11月4日 東日本クラブトーナメント

大学

流通経済大学 - 帝京大学
常総クラブ - ツクバリアンズ

大学

流通経済大学 - 関東学院大学

11月10日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 慶應義塾大学ＢＹＢ

11月11日 関東社会人リーグ

クラブ

11月11日 東日本トップクラブリーグ

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） - 合同チーム

日立製作所 - 大塚刷毛

大学

11月11日 関東大学ジュニア選手権

大学

11月11日 関東大学ジュニア選手権

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - マンダラ東京
筑波大学 - 早稲田大学
流通経済大学 - 関東学院大学

11月11日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

流通経済大学 - 早稲田大学

大学

11月17日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

大学

11月18日 関東医歯薬大学リーグ

社会人

日立製作所 - ライオン

6月24日 東日本クラブセブンズ

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ）

クラブ

11月18日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

6月24日 茨城県民総合体育大会

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 常総クラブ

クラブ

11月18日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

11月23日 女子ラグビー交流大会

クラブ

11月23日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

6月30日 東日本クラブ委員長会議 ＠ 東京 秩父宮ラグビー場
流通経済大学 - 筑波大学

7月1日 茨城県民総合体育大会
7月8日 ラグビーフェスタ in 菅平

大学

11月18日 関東社会人リーグ

大学

クラブ

流通経済大学 - 明治大学

日立製作所 - 常総クラブ
県西キャノンボール - オールジンジャン

クラブ

7月22日 北海道バーバリアンズセブンズ

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ）

委員会

7月29日 茨城県クラブ会議 ＠ 水戸市 ケーズデンキスタジアム会議室

11月25日 関東大学リーグ

大学

11月25日 関東医歯薬大学リーグ

大学

11月25日 関東大学ジュニア選手権 入替戦

大学

大学

8月28日 関東甲信越大会（大学）

大学

9月1日 東西学生交流フェスタ

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 同志社Ｈ＆Ｔ

大学

9月2日 東西学生交流フェスタ

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 明治大学ＭＲＣ

クラブ

9月9日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

9月9日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

9月9日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

大学

9月15日 関東大学リーグ

大学

9月16日 関東大学対抗戦

茨城大学 - 新潟大学

11月25日 社会人,大学,クラブ

県リーグ選抜 - 常総オーバー３５

ひたちなかクラブ - 日立建機
筑波大学 - 日本体育大学
流通経済大学 - 東海大学
筑波大学医学専門学群 - 日本大学歯学部
筑波大学 - 関東学院大学

７人制ラグビー＆タッチフット大会 ＠ 水戸市 堀原運動公園

12月1日 関東大学対抗戦

筑波大学 - 帝京大学

12月2日 関東社会人リーグ

日立製作所 - 富士ゼロックス

12月2日 関東学生クラブ選手権

筑波大学ＵＴＣ - 中央大学ブルーウインズ

クラブ

12月8日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

委員会

12月8日 茨城県社会人,大学,クラブ

県西キャノンボール - スタッグス鹿嶋

ひたちなかクラブ - 県西キャノンボール

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） - 世田谷レディース

大学

大学

8月5日 ひたちなかラグビーフェスティバル

筑波大学ＵＴＣ - 拓殖大学オリバーズ

11月24日 関東大学対抗戦

社会人
クラブ

11月18日 関東学生クラブ選手権

大学

委員会

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 県リーグ選抜

合同納会 ＠ 流通経済大学（第一）

大学

12月9日 全国大学選手権 2nd stage 第１節

大学

12月9日 全国大学選手権 2nd stage 第１節

大学

12月9日 関東医歯薬大学リーグ 入替戦

日立建機 - 原子力研究開発機構
流通経済大学 - 中央大学
筑波大学 - 慶應義塾大学

大学

12月16日 全国大学選手権 2nd stage 第２節

大学

12月16日 全国大学選手権 2nd stage 第２節

クラブ

12月16日 東日本トップクラブリーグ 入替戦

社会人

12月16日 Top E. Div.2・関東１部 順位決定戦

9月16日 【大会運営補助】東日本トップクラブリーグ ＠ 水戸市 堀原運動公園

大学

12月23日 全国大学選手権 2nd stage 第３節

9月17日 関東学生クラブ選手権

筑波大学ＵＴＣ - 中央大学パトス

大学

12月23日 全国大学選手権 2nd stage 第３節

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - ツクバリアンズ

社会人

9月17日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ
9月17日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

筑波大学 - 慶應義塾大学
流通経済大学 - 早稲田大学
ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 戸田クラブ

委員会

クラブ

筑波大学 - 法政大学

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - ピッグノーズ

9月16日 東日本トップクラブリーグ

クラブ

流通経済大学 - 大阪体育大学
筑波大学医学専門学群 - 日本医科大学

クラブ
大学

茨城大学 - 群馬大学
筑波大学医学専門学群 - 順天堂大学医学部

県民総体

県民総体

ひたちなかクラブ - スタッグス鹿嶋

筑波大学 - 関東学院大学

6月17日 【大会運営補助】関東大学春季大会 ・ トップリーグ招待試合 ＠ 水戸市 ケースデンキスタジアム

7月1日 関東大学春季大会

合同練習会 ＠ 水戸市 堀原運動公園

11月11日 関東学生クラブ選手権

6月24日 関東大学春季大会

大学

日立建機 - 県西キャノンボール
常総クラブ - 新潟アイビス

大学

委員会

ひたちなかクラブ - 原子力研究開発機構

11月10日 関東大学リーグ

社会人

クラブ

委員会

11月4日 東日本トップクラブリーグ

常総クラブ - ひたちなかクラブ

6月3日 茨城県民総合体育大会
6月9日 千葉県ラグビー祭

筑波大学 - 青山学院大学
筑波大学医学専門学群 - 聖マリアンナ医科大学

クラブ

ツクバリアンズ - ピッグノーズ

6月3日 関東大学春季大会

6月10日 ＲＫＵラグビーフェスタ２０１２

筑波大学ＵＴＣ - 慶應義塾大学理工学部

大学

委員会

大学

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 山梨学院大学ＧＥ

10月28日 女子関東大会

県民総体

5月27日 ジャパンセブンスフェスティバル

茨城大学 - 高崎経済大学

委員会

5月20日 茨城県民総合体育大会

クラブ

筑波大学ＵＴＣ - 日本大学商学部

10月21日 【大会運営補助】関東大学リーグ・対抗戦 ＠ 水戸市 ケースデンキスタジアム

県民総体

大学

筑波大学医学専門学群 - 獨協医科大学

10月21日 関東社会人リーグ

大学

クラブ

県民総体

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - ＹＣ＆ＡＣ

4月28日 茨城県社会人・大学委員会（県民総体について 他） ＠ 龍ケ崎市 流通経済大学 会議室

県民総体

クラブ

茨城大学 - 高崎経済大学
流通経済大学 - 大東文化大学

日立製作所 - 船岡自衛隊

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 駒場ＷＭＭ
筑波大学 - 関西学院大学
流通経済大学 - 天理大学

12月23日 Top E. Div.2・関東１部 順位決定戦

日立製作所 - 東芝青梅

ひたちなかクラブ - ピッグノーズ
大学

大学

9月22日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

茨城大学 - 新潟大学

大学

9月23日 関東大学ジュニア選手権

筑波大学 - 帝京大学

大学

9月23日 関東大学ジュニア選手権

大学

9月23日 関東学生クラブ選手権

大学

流通経済大学 - 中央大学

大学

1月2日 全国大学選手権 Final stage 準決勝

筑波大学 - 東海大学

1月13日 全国大学選手権 Final stage 決勝

筑波大学 - 帝京大学

2月2日 日本選手権

筑波大学 - コカコーラウエスト Red Sparks

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 早稲田大学こんぷれっくす

クラブ

9月23日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

クラブ

9月23日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

県西キャノンボール - 原子力研究開発機構

クラブ

9月23日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

日立建機 - スタッグス鹿嶋

大学

9月29日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

茨城大学 - 群馬大学

大学

9月29日 関東大学リーグ

流通経済大学 - 日本大学

大学

9月29日 関東大学対抗戦

筑波大学 - 立教大学

大学

9月30日 関東大学ジュニア選手権

筑波大学 - 慶應義塾大学

大学

9月30日 関東大学ジュニア選手権

ツクバリアンズ - ひたちなかクラブ

委員会

2月23日 関東協会 クラブ委員長会議 ＠ 秩父宮ラグビー場会議室

クラブ

2月24日 関東地区セブンズ

委員会

流通経済大学 - 日本大学

クラブ

9月30日 女子関東大会

クラブ

9月30日 東日本トップクラブリーグ

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 神奈川タマリバ

クラブ

9月30日 東日本クラブトーナメント

常総クラブ - ダンボ（群馬）

社会人

9月30日 関東社会人リーグ

日立製作所 - 博報堂

委員会

9月30日 【大会運営補助】東日本トップクラブリーグ ＠ 水戸市 堀原運動公園

クラブ

登
大

学

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） -

3月9日 茨城県社会人・大学委員会（２０１３年度事業計画および県民総体について 他） ＠ 会場未定
3月17日 Japan Womens Sevens

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） -

録

主な春季出場大会

0806001

（チーム名）クラブ名
茨城大学

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） - 世田谷レディース
大
大

学
学

0806002
0806003

筑波大学
筑波大学医学ラグビー部

主な秋季出場大会

県民総合体育大会

ーー

地区対抗予選 北関東リーグ

３位

関東大学春季交流大会

４位

全国大学選手権大会

２位

ＹＣＡＣジャパン７ｓ

２位

関東大学対抗戦 Ａ

優勝

東日本大学７ｓ

優勝

関東大学ジュニア選手権 １部

５位
５位

県民総合体育大会

ーー

関東医歯薬大学リーグ ２部

関東大学春季交流大会

６位

全国大学選手権大会

ーー

大

学

0806005

流通経済大学

ＹＣＡＣジャパン７ｓ

ーー

関東大学リーグ １部

２位

クラブ

10月7日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

東日本大学７ｓ

４強

関東大学ジュニア選手権 ２部

３位

クラブ

10月7日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

スタッグス鹿嶋 - 原子力研究開発機構

学

生

0808003

筑波大学ラグビー同好会 ＵＴＣ

県民総合体育大会

ーー

関東学生クラブ選手権 ３部

６位

大学

10月7日 茨城県プレミアリーグ・Ａリーグ

ツクバリアンズ - ピッグノーズ

社会人

0807008

原子力機構

県民総合体育大会

ーー

茨城県Ａリーグ

４位

大学

10月7日 関東大学ジュニア選手権

筑波大学 - 東海大学

社会人

0807011

日立建機ラグビー部

県民総合体育大会

ーー

茨城県Ａリーグ

３位

大学

10月8日 関東大学リーグ

流通経済大学 - 法政大学

社会人

0807014

日立製作所

県民総合体育大会

優勝

関東社会人リーグ １部

２位

ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - ひたちなかクラブ

クラブ

10月8日 東日本トップクラブリーグ

ＲＫＵ龍ケ崎（ドラゴンズ） - 三鷹オールカマーズ

クラブ

0811001

イワサキクラブ ピッグノーズＲＦＣ

県民総合体育大会

ーー

茨城県プレミアリーグ

４位

委員会

10月8日 【大会運営補助】東日本トップクラブリーグ ・ 関東大学リーグ ＠ 龍ケ崎市 たつのこフィールド

クラブ

0811002

茨城魅惑倶楽部

関東甲信越不惑大会

ーー

水戸市体育祭ラグビー大会

ーー

クラブ

0811005

スタッグス鹿嶋 ラグビーフットボールクラブ

県民総合体育大会

ーー

茨城県Ａリーグ

２位

茨城大学 - 新潟大学

クラブ

0811008

県西キャノンボール

県民総合体育大会

ーー

茨城県Ａリーグ

優勝

10月13日 茨城県クラブ会議（監督・主将・主務 会議） ＠ 桜川市 つくばイワサキ クラブハウス

クラブ

0811010

常総ラグビークラブ

県民総合体育大会

２位

東日本クラブトーナメント

８強

大学

10月14日 関東大学対抗戦

クラブ

0811013

ツクバリアンズＲＦＣ

県民総合体育大会

ーー

茨城県プレミアリーグ

３位

大学

10月14日 関東医歯薬大学リーグ

クラブ

0811018

常陸不惑クラブ

東日本不惑大会

ーー

不惑定期戦

－－

大学

10月14日 関東大学ジュニア選手権

（ドラゴンズ）ＲＫＵラグビ-龍ケ崎

県民総合体育大会

ーー

東日本トップクラブリーグ

７位

大学

10月14日 関東学生クラブ選手権

ジャパン７ｓフェス 2012 －－

女子関東大会

優勝

大学
委員会

10月13日 全国地区対抗大会予選 北関東リーグ

筑波大学 - 早稲田大学
筑波大学医学専門学群 - 日本歯科大学
流通経済大学 - 大東文化大学
ＲＫＵ龍ケ崎（バーシティ） - 明治大学ＭＲＣ

クラブ

10月14日 女子関東大会

ＲＫＵ龍ケ崎（グレース） - Rugirl-7 ほか 合同

クラブ

10月14日 東日本クラブトーナメント

委員会

10月14日 【大会運営補助】東日本クラブトーナメント ＠ 桜川市 つくばイワサキ ラグビー場

クラブ

0811032

（グ レ ー ス）ＲＫＵラグビ-龍ケ崎
（バーシティ）ＲＫＵラグビ-龍ケ崎

常総クラブ - 桐生ラガーズ（群馬）
クラブ

0811033

ひたちなかラグビークラブ

県民総合体育大会

ーー

関東学生クラブ選手権 １部

３位

東日本クラブセブン

２位

茨城県プレミアリーグ

優勝

県民総合体育大会

ーー

茨城県プレミアリーグ

２位

