
令和3年5月末現在

月 日 大会名 場　所 月 日 事業名 場　所 月 日 大会名 場　所

4 17,25 第76回国民体育大会高校地区予選 学校会場 5 30 理事会・総会 県営G 5 2 第11回東日本クラブセブンズ大会 県営G　C

18,24,29 第69回関東高校ラグビー大会県予選 県営G他 6 5,6 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021第3戦 熊谷大会 県営G　AB 6 4,5,6 第69回関東高校ラグビーフットボール大会 千葉県成田市

18,25 埼玉県中学生大会兼関東大会予選 （中止） 県営G　AB 12 ジュニアアスリートアカデミー開校式 県営G 12,13,20 第72回中学関東大会 （中止） 県営G　AB

5 1,5,8 第76回国民体育大会高校地区予選 学校会場 13 セーフティアシスタント認定講習会 オンライン実施 7 16～19 全国高校7人制大会 菅平高原

2,9 埼玉県中学生大会兼関東大会予選 県営G　AB 7 4 スキルアップ講習会 荒川G 23,24,25 第27回全国ジュニア関東地区予選 菅平高原

3,9 第69回関東高校ラグビー大会県予選 県営G　AB 4 安全対策講習会 県営G　A 24,25 第23回東日本ジュニアラグビー　菅平ジャンボリー大会 菅平高原

23 第27回ミニ・ラグビー交流会 （中止） 県営G　BC 10 ジュニアアスリートアカデミー② 朝霞自衛隊学校 29,30,31 全国高校合同チームラグビー大会 菅平高原

29 第76回国民体育大会高校埼玉県予選 学校会場 未定 常任委員会 未定 未定 大学女子７人制交流大会 未定

未定 社会人春季大会 荒川G 未定 理事会 未定 8 1 全国高校合同チームラグビー大会 菅平高原

6 5,9,13 第76回国民体育大会高校埼玉県予選 県営G　BC 8 上旬 新施設へ協会事務所移転 新施設管理棟 1～4 スキルアップ菅平（高校） 菅平高原

17,18,19 【中学】学校総合体育大会地区予選会 埼工大・県営G 中旬 B級レフリー講習会 菅平高原 未定 国民体育大会　関東予選 栃木

19，20 全国高校7人制大会埼玉県予選 県営G　BC 未定 ミニ･ラグビーレフリー講習会・レフリーチーム研修会 未定 未定 高校女子7人制交流大会 菅平

未定 社会人春季大会 荒川G 9 18 ジュニアアスリートアカデミー③ 協会G 9 12 東日本クラブ選手権 県営G　BC

7 10,11,14,17 【中学】学校総合体育大会埼玉県大会 荒川G 未定 新施設開設オープニングセレモニー 新施設 30 第76回国民体育大会 三重県

9 4 第101回全国高校大会埼玉県予選 開会式 県営G　A 未定 理事会 未定 10 1,3,4 第76回国民体育大会 三重県

12,23 第101回全国高校大会埼玉県予選 学校会場 未定 競技委員会 未定 23,24 全国U18女子大会 県営G

19 第19回ジュニアラグビー交流会 （中学生） 県営G　B、県協会G 未定 関東大学ラグビー秋季大会 県営G 未定 東日本スクール中学生大会 未定

19 第36回埼玉県ラグビースクール交流会 （小学生） 県営G　BC 10 23 ジュニアアスリートアカデミー④ 協会G 11 7,14 第41回東日本中学校大会 茨城県水戸市、東京都保土ヶ谷

10 9,10,17,24 第41回東日本中学校大会埼玉県予選 県営G　AB 未定 ミニ･ラグビーレフリー講習会・レフリーチーム研修会 未定 7,21 東日本クラブ選手権 県営G　AB

10,30 第101回全国高校大会埼玉県予選 県営G　ABC 未定 関東大学ラグビー秋季大会 県営G 未定 女子15人制関東大会 未定

30 【中学】新人兼県民スポーツ大会埼玉県大会 県営G　B 11 20 ジュニアアスリートアカデミー⑤ 協会G 12 26～29 全国ジュニア大会（中学） 東京都

30,1,2 【中学】新人兼県民スポーツ大会地区予選 埼工大・県営G　B 未定 競技委員会 未定 27～1/7 第101回全国高校大会 大阪府東大阪市

未定 社会人秋季大会 荒川G 未定 関東大学ラグビー秋季大会 県営G 未定 第41回東日本中学校大会 未定

未定 サントリーカップ埼玉県大会1次予選 県営G 12 3,4 メディカルセブンズ 県営G 未定 女子15人制関東大会 未定

11 2,6 【中学】新人兼県民スポーツ大会埼玉県大会予選 県営G　B 18 ジュニアアスリートアカデミー⑥ 協会G 1 9 全国クラブ大会 県営G　B

3 第36回三郷ミニ・ラグビー交流会 三郷G 18,19 埼玉ラグビーフェスティバル 県営G 未定 女子15人制関東大会 未定

6,13 第101回全国高校大会埼玉県予選 県営G　A 未定 理事会 未定 未定 サントリーカップ中関東大会 未定

7,14,20 高校新人戦地区予選 学校会場 未定 納会 未定 2 11 第11回三県交流会 県営G　B

未定 社会人秋季大会 荒川G 1 15 ジュニアアスリートアカデミー⑦ 協会G 12,13 高校関東新人大会 県営G　BC

12 5,12,19,26 高校新人戦地区予選 学校会場 未定 新リーグ（ジャパンラグビートップリーグ） 県営G 13 高校都県対抗戦 県営G　BC

未定 サントリーカップ埼玉県大会2次予選 県営G 2 19 ジュニアアスリートアカデミー⑧ 協会G 19,20 高校関東新人大会 東京都

1 6,9 高校新人戦地区予選 学校会場 未定 常任委員会 未定 20 全国クラブ大会 県営G　A

9 第28回熊谷市長杯中学7人制大会 県営G　B 未定 新リーグ（ジャパンラグビートップリーグ） 県営G 未定 女子15人制全国大会 未定

16,22,30 高校新人戦埼玉県大会 県営G　B、学校会場 3 13 安全・インテグリティ推進講習会 県営G　A 未定 サントリーカップ全国選手権大会 未定

22,30 高校地域対抗戦 県営G　C、学校会場 13 セーフティアシスタント認定講習会 県営G　A 3 12,13 第19回東日本U15ラグビー大会 茨城県水戸市

2 5 高校新人戦埼玉県大会 県営G　B 13 埼玉県C級レフリー認定講習会 未定 19,20 【高校】15人制合同チーム大会 群馬県

5 高校地域対抗戦 県営G　C 19 ジュニアアスリートアカデミー⑨ 協会G 24～31 第23回全国高校選抜大会 県営G

11 中学ベスト15表彰式 県営G　A 未定 理事会 未定

3 12,13 高校4地区対抗戦 県営G　BC 未定 新リーグ（ジャパンラグビートップリーグ） 県営G

令和３年度　（一社）埼玉県ラグビーフットボール協会

県内競技会 講習会・イベント等 県外派遣競技会

主要事業計画（案）


