
１．令和２年度登録チーム・登録会員数（3月31日現在） 単位：人

社会人 クラブ 大学 高校 中学 スクール 女子 合計 昨年度増減

チーム数 6 12 12 47 14 19 3 113 -1

男子 235 435 334 1270 313 1788 7 4,382 -137

女子 3 0 19 17 8 218 56 321 -25

合計人数 238 435 353 1287 321 2006 63 4,703 -162

昨年度より増減 27 -79 -127 -65 -35 121 -4 -162

支部協会 7

２．協会事業・理事会等 ４．専門委員会活動報告

(1) 総会　 6/5 (1) 企画事業委員会

(2) 常任委員会 4回 7/19，9/26，12/5(ｵﾝﾗｲﾝ)，3/19(ｵﾝﾗｲﾝ) 第1回 10月7日 開設までの決定事項とスケジュールの確認

(3) 理事会 6回 5/16,  6/5(2)，9/5，12/12，3/26 設置管理許可エリアの名称選定について

(4) 納会 中止 第2回 11月11日 設置管理許可エリアの愛称選定について

(5) 定期監査 3回 7/27，10/29，1/26 管理等、宿泊棟の運営会社からの要望について

(6) 第28回埼玉ラグビーフェスティバル 中止 (2) 強化委員会

(6) 新運動施設エリア愛称選定委員会 3/2 　・指導者講習会 7/5 中止

　・ランニングセッション 中止

３．部会報告 　・彩の国ジュニアアスリートアカデミー 年9回実施

(1) 社会人・クラブ部会 　・彩の国プラチナキッズ発掘･育成事業 中止

　・第30回東日本クラブラグビー選手権1回戦開催 9/13 (3)　レフリー委員会

　・社会人クラブ春季大会 中止 　・令和2年度関東協会公認(Ｂ級)認定講習派遣

　・社会人クラブ秋季大会 中止 　・令和2年度関東協会公式試合レフリー及びA.R.派遣

(2) 大学部会 　・第100回全国高校ラグビー大会レフリー派遣

　・第7回大学女子7人制ラグビーフットボール交流会 中止 (4)　安全対策委員会

(3) 高校部会 　・セーフティアシスタント講習　　中止 （日本協会主導特別処置対応）

　・高校ラグビー普及キャンペーンポスター配布 　・安全対策、SA講習会　　　　　中止 （日本協会主導特別処置対応）

　・ニュージーランドラグビー短期留学 中止 (5) コーチ委員会

　・第68回関東高校ラグビー大会埼玉県予選 中止 　・スタートコーチ認定講習会　 日本協会ｵﾝﾗｲﾝ講習実施

　・第75回国民体育大会高校埼玉県予選 中止 　・コーチングクリニック　　　 中止

　・第6回全国高校7人制大会埼玉県予選 中止 　・ブラッシュアップ研修会（C級） 中止

　・第100回全国高校ラグビー大会埼玉県大会実施 9/27～11/14 　・ブラッシュアップ研修会（A･B級）　 中止

第1ブロック優勝　 川越東高校 　・ミニラグビー指導者講習会　 中止

第2ブロック優勝　 昌平高校 (6) 広報委員会

　・高校新人大会埼玉県予選 3/20，21 　・ホームページリニューアル

優勝 熊谷工 　・HP・フェイスブック・ツイッターによる情報提供

　・第38回高校4地区対抗戦 中止 　・関東大学ラグビー試合記録・報道対応

(4) 中学部会 　　関東協会へのマンオブザマッチ報告

　・第36回中学校関東大会埼玉県予選 中止 (7) 普及育成委員会

　・中学学校総合体育大会 中止 　・トップリーグ運営役員（インフォメーション）

　・第39回東日本中学生大会 中止 (8) 競技委員会

　・第40回新人体育大会兼県民スポーツ大会実施 10/31～11/14 　・競技委員会 9/26,12/5

(5) スクール部会 　・関東大学試合運営 無観客 10/4,11/1,12/5

　・春の交流会 中止 有料 10/18,12/6

　・秋の交流会 中止 　・トップリーグ運営に関する日本協会との調整会議

　・三郷交流会 中止 　・トップリーグ2021全体委員会 1/6

　・第39回東日本中学生大会 中止 　・トップリーグ試合運営 有料 2/28

　・有料試合出店

(9) 女子委員会

　・関東大会15人制参加 11/22

　　（自衛隊体育学校・アルカス熊谷・立正大　合同チーム）

　・第13回ガールズフェスティバル 中止

(10) タグラグビー委員会

　・第17回埼玉県小学生タグラグビー選手権（サントリーカップ）

　　　埼玉県予選 中止

　　　中関東大会 中止

　　　決勝大会　 中止

(11) ボランティア

　・大学試合運営補助 活動不可

　・トップリーグ2021試合運営補助 2/28

　・熊谷ラグビー場スタジアムツアー 中止

令和２年度埼玉県ラグビーフットボール協会事業報告



５．大会報告（埼玉県協会主催・主管） ６．表彰

(1)　日本協会 ●令和2年度埼玉県協会中学校ベスト15

●第3回全国U18セブンズラグビーフットボール大会 番号 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 学校名

10月24日 予選プール 1 FW 岡部町立岡部

10月25日 決勝トーナメント 2 FW 立教新座

●リポビタンＤ presents JAPAN RUGBY CHALLENGE 2020 3 FW 寄居町立寄居

　（男子セブンズ代表・女子セブンズ代表・女子日本代表） 4 FW 深谷市立岡部

11月29日 集客数 1,417人 5 FW 深谷市立岡部

●JAPAN RUGBY TOP LEAGE 2021 （集客数） 6 FW 寄居町立寄居

1月17日 パナソニック NEC 7 BK 熊谷市立奈良

1月31日 パナソニック ヤマハ 8 BK 深谷市立明戸

2月28日 パナソニック ○ 60 ー 12 ● 日野 （4,380人） 9 BK 立教新座

●第21回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 （中止） 10 BK 寄居町立寄居

●第22回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 （熊谷G） 11 BK 熊谷市立大幡

3月25日 《1回戦》 12 BK 深谷市立岡部

熊谷工業 ● 7 ー 38 ○ 中部大春日丘 （無観客） 13 BK 深谷市立南

3月26日 《敗者戦》 14 BK 寄居町立寄居

熊谷工業 ○ 26 ー 10 ● 函館ラ・サール （無観客） 15 BK 深谷市立岡部

(2)　関東協会 ●令和2年度埼玉県協会高等学校ベスト１５

●関東大学リーグ戦1部 (集客数) 番号 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 学校名

10月4日 専修大 ○ 29 ー 19 ● 大東文化大 （無観客） 1 PR 昌　平

12月5日 関東学院大 ● 25 ー 28 ○ 中央大 （無観客） 2 HO 川越東

12月12日 《入替戦》 3 PR 昌　平

●関東大学対抗戦A 4 LO 川越東

10月18日 日本体育大 ● 5 ー 70 ○ 早稲田大 (2,032人) 5 LO 昌　平

筑波大 ● 17 ー 33 ○ 明治大 (2,259人) 6 FL 昌　平

11月1日 立教大 ● 7 ー 52 ○ 筑波大 （無観客） 7 FL 深　谷

12月6日 筑波大 ○ 41 ー 14 ● 日本体育大 (1,073人) 8 No,8 川越東

慶應義塾大 ○ 30 ー 27 ● 帝京大 (1,806人) 9 SH 正智深谷

12月12日 《入替戦》 10 SO 昌　平

11 WTB 川越東

(3) 埼玉県協会 12 CTB 昌　平

【高　校】 13 CTB 川越東

●第100回全国高校ラグビーフットボール大会埼玉県予選 14 WTB 川越東

11月7日 《準決勝》 15 FB 川越東

第1ブロック 川越東 ○ 63 ー 0 ● 伊奈学園

深　谷 ○ 33 ー 31 ● 浦　和

第2ブロック 正智深谷 12 ー 12 熊　谷

慶應志木 ● 5 ー 26 ○ 昌　平

11月14日 《決　勝》

第1ブロック 川越東 ○ 17 ー 14 ● 深　谷

第2ブロック 正智深谷 ● 0 ー 17 ○ 昌　平

●高校新人大会埼玉県予戦

3月21日 《準決勝》

川越東 ● 0 ー 25 ○ 熊谷工

正智深谷 ● 0 ー 12 ○ 昌　平

《決　勝》

熊谷工 ○ 14 ー 0 ● 昌　平

【中　学】

●第40回新人体育大会兼県民スポーツ大会

11月7日 《準決勝》

岡　部 ○ 110 ー 0 ● 熊谷東

深谷南 ● 12 ー 35 ○ 寄　居

11月14日 《決　勝》

岡　部 ○ 31 ー 0 ● 寄　居

【その他の大会】

●メディカルセブンズ

11月23日 (熊谷ラグビー場）

清水　志撞

岩田　涼雅

氏名

和知　航生

佐藤　翔太

井下　祐真

森　謙心

加藤　唯斗

浅沼　優吾

松本　賢志郎　

（中　止）

（中　止）

（中　止）

（中　止）

（抽選の結果、正智深谷が決勝進出）

馬場　健太

寺山　公太

杉田　猛

新井　司

栗原　一颯

森　晃大

住吉　慶音

江田　優太

渡邉　匠

茂木　吉平

篠崎　虎太郎

岩下　智

黒埼　慎之助

柴田　恵汰

山口　大悟

須藤　智樹

氏名

渡辺　元太

石山　玲音

菅野　侑多朗

柴山　湧仁

小池　勇吾


