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県外大会における主な成績
県外大会における主な成績県外大会における主な成績
県外大会における主な成績

(社) ジャパントップイースト 日立製作所 ディビジョンⅡ ５位

(社) 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ ３部 ２位

(大) 関東大学対抗戦 筑波大学 ３位 → 大学選手権 ２ndステージ

(大) 関東大学リーグ戦 流通経済大学 ２位 → 大学選手権 ２ndステージ

(大) 全国地区対抗大会 関東２区予選 茨城大学 ３位

(大) 関東学生医歯薬リーグ 筑波大学医学 １部 優勝
１部 優勝１部 優勝
１部 優勝

(ク) 東日本クラブトーナメント(選手権) ドラゴンズ ベスト４ → 全国クラブ大会 ２回戦

(ク) 東日本トップクラブリーグ ドラゴンズ ディビジョンⅠ ３位

(ク) 関東女子リーグ グレース ２位 → 全日本女子選手権 ３位

(学) 関東学生クラブ選手権 筑波ＵＴＣ ３部 ３位

（様式１） ２０１５年度 社会人・大学・クラブ委員会　事業報告
２０１５年度 社会人・大学・クラブ委員会　事業報告２０１５年度 社会人・大学・クラブ委員会　事業報告
２０１５年度 社会人・大学・クラブ委員会　事業報告
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筑波大学

流通経済大学

18-19 太陽生命ウィメンズセブンズ 保土ヶ谷大会 グレース 横浜市 保土ヶ谷公園

筑波大学

流通経済大学

4月25日 第１回社会人委員会（事業計画） 龍ケ崎市

26 セブン ア サイド（リーグ戦連盟セブンズ） 流通経済大学 八王子 拓殖大学Ｇ

4月29日 第１回大学委員会（事業計画） つくば市

4月29日 理事会 水戸市 ケーズスタ会議室

03 第４回関東大学春季大会 筑波大学 - 大東文化大学 つくば市 筑波大学Ｇ

05 第４回関東大学春季大会 流通経済大学 - 早稲田大学 秩父宮ラグビー場

09 第４回関東大学春季大会 流通経済大学 - 明治大学 横浜市 ニッパツ三ツ沢

ひたちなか - ＩＨＩ

茨城大学 - 県西キャノンボール

日立建機 - いわきブルーブレイブス

茨城県クラブ - 日本大学工学部

常総クラブ - 桐生ラガーズ

ex. ツクバリアンズ , スタッグス鹿島

10 第４回関東大学春季大会 筑波大学 - 青山学院大学 つくば市 筑波大学Ｇ

5月16日 第１回クラブ委員会（県民総体 運営会議） ひたちなか市

17 第４回関東大学春季大会 流通経済大学 - 帝京大学 八王子 帝京大学Ｇ

24 第４回関東大学春季大会 筑波大学 - 山梨学院大学 甲府市 山梨中銀スタジアム

ＨＰ

24 茨城県民総合体育大会≪セブンズ≫ ６チーム　１５試合 水戸市 ツインフィ-ルド

5月24日 茨城県協会 年次総会 水戸市 生涯学習Ｃ三の丸

5月30日 【関東協会】関東・甲信越 社会人委員長会議 秩父宮ラグビー場

30-31 メディカルセブンズ2015 筑波大学医学 熊谷市 県営ラグビー場

31 第４回関東大学春季大会 筑波大学 - 中央大学 八王子市 中央大学Ｇ

31 第４回関東大学春季大会 流通経済大学 - 法政大学 龍ケ崎市 たつのこＦ

07 第４回関東大学春季大会 筑波大学 - 慶應義塾大学 つくば市 筑波大学Ｇ

13-14 第44回東日本不惑大会 常陸不惑クラブ いわき市 鮫川河川敷公園

ＨＰ

14 第５回茨城県ラグビーフェスティバル 茨城大学 - 筑波大学ＵＴＣ

ドラゴンズ - 常総クラブ

ツクバリアンズ - 茨城県クラブ

20-21 太陽生命ウィメンズセブンズ 東京大会 グレース 秩父宮ラグビー場

21 第４回関東大学春季大会 流通経済大学 - 東海大学 成田市 中台陸上

27-28 太陽生命ウィメンズセブンズ 秋田大会 グレース 秋田市 あきぎんスタ

ドラゴンズ - ツクバリアンズ

茨城県クラブ - 常総クラブ

筑波大学

流通経済大学

04 千葉県まつり グレース - カラダファクトリー 印西市 松山下公園

筑波大学

流通経済大学

04-05 菅平高原 不惑交流大会 茨城魅惑倶楽部 長野県 菅平高原

7月11日 【関東協会】北関東甲信越クラブ委員長会議 長野県 菅平高原

11-12 北海道ピリカモシリセブンズ グレース 札幌市 定山渓

7月18日 第２回クラブ委員会（秋季各種大会 運営会議） 鹿嶋市

ＨＰ

19 第４回 タッチフット大会 10チーム　約70名 鹿嶋市 清真学園高校

25-26 太陽生命ウィメンズセブンズ 横浜大会 グレース 横浜市 ＹＣ＆ＡＣ

8月2日 理事会 水戸市 ケーズスタ会議室

15-16 ピンクリボンカップ グレース 長野県 菅平高原

茨城大学

筑波大学医学

05-06 学生クラブ東西交流フェステイバル 筑波大学ＵＴＣ 長野県 菅平高原

主管

06 東日本トップクラブリーグ ドラゴンズ - マンダラ東京 龍ケ崎市 流通経済大第二

9月11日 常任理事会 水戸市 見川総合運動公園

12 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 札幌市 定山渓

主管

13 関東大学リーグ 流通経済大学 - 拓殖大学 龍ケ崎市 たつのこＦ

13 関東大学対抗戦 筑波大学 - 慶應義塾大学 秩父宮ラグビー場

13 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - 清水建設 ブルーシャークス 町田市 キヤノンＳＰ

13 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ - 本田技研 龍ケ崎市 流通経済大第二

ＨＰ

19 茨城県リーグ 茨城県クラブ - 茨城大学 中止

9月19日 第３回クラブ委員会（秋季各種大会 運営会議） 水戸市

主管

20 関東大学リーグ 流通経済大学 - 専修大学 水戸市 ケーズスタジアム

26 関東大学ジュニア選手権 流通経済大学 - 日本大学 稲城市 日本大学Ｇ

26 関東社会人リーグ ＭＭＣ - 住友商事 不明

26-27 第30回関東甲信越不惑大会 茨城魅惑倶楽部 前橋市 県営敷島公園

27 関東学生クラブ選手権 筑波大学ＵＴＣ - 日本大学経法 三郷市 サンケイＳＣ

ＨＰ

27 茨城県リーグ 日立建機 - 茨城大学 龍ケ崎市 流通経済大第二

主管

27 東日本クラブ選手権 ドラゴンズ - 新潟アイビス 龍ケ崎市 流通経済大第二

27 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ - 東京メトロ 龍ケ崎市 流通経済大第二

27 関東大学対抗戦 筑波大学 - 明治大学 熊谷市 県営ラグビー場

27 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - 船岡自衛隊ワイルドボアズ 石岡市 法政大学運動場

03 関東社会人リーグ ＭＭＣ - 三井住友銀行 不明

ドラゴンズ - 茨城県クラブ

ツクバリアンズ - 常総クラブ

04 関東大学リーグ 流通経済大学 - 山梨学院大学 秩父宮ラグビー場

04 関東医歯薬大学リーグ 筑波大学医学 - 日本大学医学部 つくば市 筑波大学Ｇ

04 関東学生クラブ選手権 筑波大学ＵＴＣ - 慶應義塾大学貘之會 町田市 法政大学

04 関東大学ジュニア選手権 筑波大学 - 日本大学 稲城市 日本大学Ｇ

28-30 第６４回関東甲信越大学体育大会 水戸市 ツインフィ-ルド

龍ケ崎市 流通経済大第二

７

月

05 ジャパンセブンズ2015 秩父宮ラグビー場

ＨＰ

04 茨城県リーグ

10

月

秩父宮ラグビー場

14 東日本クラブ大会 茨城予選　１回戦

ＨＰ

ＨＰ

28 東日本クラブ大会 茨城予選　順位決定戦 龍ケ崎市 流通経済大第二

10 第２回春季交流大会

ＨＰ

水戸市 ツインフィ-ルド

水戸市 ツインフィ-ルド

５

月

６

月

28 第３回関東大学オールスターゲーム

19 東日本大学セブンズ
４

月

12 ＹＣ＆ＡＣセブンズ

秩父宮ラグビー場

横浜市 ＹＣ＆ＡＣ

８

月

９

月
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ツクバリアンズ - 茨城大学

常総クラブ - 日立建機

11 第26回関東女子リーグ グレース - 日本体育大学 熊谷市 県営ラグビー場

主管

11 東日本トップクラブリーグ ドラゴンズ - 駒場ＷＭＭ 龍ケ崎市 流通経済大第二

11 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ - 日立ハイパワーズ 葛飾区 江戸川第三Ｇ

12 関東大学リーグ 流通経済大学 - 中央大学 八王子市 上柚木陸上

12 関東大学対抗戦 筑波大学 - 早稲田大学 秩父宮ラグビー場

18 東日本クラブ選手権 ドラゴンズ - 宇都宮白楊クラブ 熊谷市 県営ラグビー場

18 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - サントリ-フ-ズ サンデルフィス 桜川市 つくばイワサキ

18 関東大学ジュニア選手権 流通経済大学 - 筑波大学 龍ケ崎市 流通経済大第二

18 関東医歯薬大学リーグ 筑波大学医学 - 防衛医科大学校 所沢市 防衛医科大Ｇ

24 関東大学ジュニア選手権 流通経済大学 - 中央大学 八王子市 中央大学Ｇ

24 関東社会人リーグ ＭＭＣ - ブルーアローズ 不明

常総クラブ - 茨城県クラブ

ドラゴンズ - ツクバリアンズ

25 関東大学対抗戦 筑波大学 - 青山学院大学 熊谷市 県営ラグビー場

25 第26回関東女子リーグ グレース - 合同（ラガール 他） 熊谷市 県営ラグビー場

25 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ - ＪＴＢ 水戸市 水戸農業高校Ｇ

25 関東学生クラブ選手権 筑波大学ＵＴＣ - 法政大学ＦＲＢ 町田市 法政大学

31 関東大学ジュニア選手権 筑波大学 - 法政大学 つくば市 筑波大学Ｇ

31 関東大学リーグ 流通経済大学 - 大東文化大学 横浜市 ニッパツ三ツ沢

01 第26回関東女子リーグ グレース - 合同（アルカス 他） 熊谷市 県営ラグビー場

01 関東大学対抗戦 筑波大学 - 立教大学 横浜市 ニッパツ三ツ沢

01 東日本クラブ選手権 ドラゴンズ - 神奈川タマリバクラブ 熊谷市 県営ラグビー場

01 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - 東京洗染クリーンファイターズ 山梨市 東京洗染Ｇ

07 関東社会人リーグ ＭＭＣ - 日本工機 不明

07 全国地区対抗大学大会 関東２区予選 茨城大学 - 群馬大学 前橋市 群馬大学Ｇ

ドラゴンズ - 常総クラブ

日立建機 - 茨城県クラブ

08 関東大学リーグ 流通経済大学 - 法政大学 前橋市 県営敷島公園

08 関東医歯薬大学リーグ 筑波大学医学 - 昭和大学 横浜市 昭和大学

14 関東大学対抗戦 筑波大学 - 日本体育大学 江戸川区 陸上競技場

14 関東大学ジュニア選手権 流通経済大学 - 法政大学 龍ケ崎市 流通経済大第二

15 関東大学ジュニア選手権 筑波大学 - 中央大学 つくば市 筑波大学Ｇ

ツクバリアンズ - 茨城県クラブ

ドラゴンズ - 日立建機

15 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - 習志野陸上自衛隊 習志野市 習志野自衛隊

21 関東社会人リーグ ＭＭＣ - ブリヂストン 不明

22 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - ライオン ファングス 日立市 市民運動公園

22 関東大学リーグ 流通経済大学 - 東海大学 秩父宮ラグビー場

22 関東医歯薬大学リーグ 筑波大学医学 - 日本歯科大学 新潟市 日本歯科大学Ｇ

23 第２回全国女子選手権 グレース - 大阪（合同） 江戸川区 陸上競技場

23 関東社会人リーグ ひたちなかクラブ - ＩＨＩ 水戸市 ツインフィ-ルド

23 東日本マスターズ イワサキ(県リーグ選抜) 駒沢補助競技場

28 関東大学ジュニア選手権 プレーオフ 流通経済大学 - 中央大学 龍ケ崎市 流通経済大第二

11月28日 理事会 水戸市 青柳公園体育館

28 全国地区対抗大学大会 関東２区予選 茨城大学 - 新潟大学 前橋市 県営敷島公園

ツクバリアンズ - 日立建機

常総クラブ - 茨城大学

29 関東大学対抗戦 筑波大学 - 帝京大学 八王子市 上柚木陸上

主管

29 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 龍ケ崎市 流通経済大第二

29 関東社会人リーグ ＭＭＣ - 博報堂 不明

29 関東医歯薬大学リーグ 筑波大学医学 - 獨協医科大学 調布市 慈恵医大国領Ｇ

05 関東大学ジュニア選手権 プレーオフ 筑波大学 - 日本大学 つくば市 筑波大学Ｇ

ＨＰ

06 茨城県リーグ ドラゴンズ - 茨城大学 龍ケ崎市 たつのこＦ

主管

06 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 龍ケ崎市 たつのこＦ

06 ジャパンラグビートップイースト 日立製作所 - 明治安田生命 ホーリーズ 八王子市 明治安田生命Ｇ

06 全国地区対抗大学大会 関東２区予選 茨城大学 - 都留文科大学 伊勢崎市 島村ラグビー場

11 関東大学ジュニア選手権 入替戦 流通経済大学 - 早稲田大学 龍ケ崎市 流通経済大第二

ＨＰ

12 第５回オールスターゲーム　【中止】 オールスター(県リーグ選抜) - バーシティ 龍ケ崎市 流通経済大第二

12月12日 第４回クラブ委員会（各種大会 運営会議） 龍ケ崎市 流経大会議室

13 全国大学選手権 第１節 流通経済大学 - 立命館大学 水戸市 ケーズデンキスタ

13 全国大学選手権 第１節 筑波大学 - 大東文化大学 秩父宮ラグビー場

20 全国大学選手権 第２節 流通経済大学 - 明治大学 相模原市 ギオンスタ

20 全国大学選手権 第２節 筑波大学 - 同志社大学 東大阪市 花園ラグビー場

27 全国大学選手権 第３節 流通経済大学 - 京都産業大学 名古屋市 パロマ瑞穂

27 全国大学選手権 第３節 筑波大学 - 慶應義塾大学 秩父宮ラグビー場

11 全国クラブ大会 １回戦 ドラゴンズ - 川南クラブ 北九州市 本城運動公園

24 関東社会人リーグ 入替戦 ひたちなかクラブ - 三井住友銀行 龍ケ崎市 流通経済大第一

24 全国クラブ大会 ２回戦 ドラゴンズ - 北海道バーバリアンズ 熊谷市 県営ラグビー場

1月31日 第５回クラブ委員会（年次事業計画） 龍ケ崎市 流経大会議室

2月21日 常任理事会 水戸市 ケーズデンキスタ

2月28日 常任理事会 水戸市 ケーズデンキスタ

2月28日 理事会 水戸市 ケーズデンキスタ

06 第7回関東地区女子セブンズ グレース 熊谷市 県営ラグビー場

3月6日 常任理事会 水戸市 青柳公園体育館

3月12日 第６回クラブ委員会（年次事業計画） 水戸市

3月26日 常任理事会 水戸市 ケーズデンキスタ

3月26日 【関東協会】東日本 社会人委員長会議 秩父宮ラグビー場

3月26日 【関東協会】東日本 クラブ委員長会議 秩父宮ラグビー場

10

月

龍ケ崎市 流通経済大第二

ＨＰ

25 茨城県リーグ

ＨＰ

11 茨城県リーグ 守谷市 前川製作所

３

月

１

月

11

月

12

月

守谷市 前川製作所29 茨城県リーグ

ＨＰ

龍ケ崎市 流通経済大第二08 茨城県リーグ

ＨＰ

２

月

15 茨城県リーグ 龍ケ崎市 流通経済大第二

ＨＰ

2016年3月23日


