
平成２９年 １月１０日 

滋賀ジュニアラグビースクール説明会のご案内 

 

滋賀ジュニアラグビースクール 

校 長  奥村 恭弘 

 

 平素は滋賀県ラグビーフットボール協会の活動に、ご支援ご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

さて滋賀県で中学生年代を対象としたジュニアラグビースクールを立ち上げてこの

３月ではや満７年を迎えることになりました。 

県内中学校ラグビー部の皆様にご協力いただき、ほぼ毎週非常に充実した活動を続

けることができました。夏には県内高校ラグビー部を回り一緒に練習させていただき、

３年生の受験に向けてのモチベーションアップや、京都や大阪の中学校やジュニアラ

グビースクールとの合同練習や合同チームでの練習試合を通じてのレベルアップを図

ることができたと考えています。 

また、平成３６年には滋賀国体開催が決まっており、それに向けた強化などの活動

も始まっております。 

つきましてはラグビースクール卒団生やタグラグビー経験者を中心にジュニアスクー

ルにご参加をいただきたく、説明会の案内をさせていただきますので、是非ご参加い

ただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

【滋賀ジュニアラグビースクール説明会】 

□日時 ： 平成２９年 ３月 ５日（日）１１：００～ 

□場所 ： 立命館大学グリーンフィールド 

（滋賀県スポーツ少年団ラグビー大会会場） 

＊）車での来場の場合は、立命館大学 BKC構内に駐車して徒歩でお越し願います。 

□内容 ： ①平成２８年度活動内容の紹介 

      ②平成２９年度活動計画 

      ③概要説明・・・練習内容、場所、費用等 

      ④質疑 

□対象 ：  ラグビー部のない中学校に進学予定の現小学校６年生（男女） 

       ラグビースクール出身でない人、新中２、３年生も大歓迎です。 

お誘い合わせの上ご参加願います。 

□問い合わせ・参加申し込み ： 

   ジュニアラグビースクールに関心をお持ちで、当日説明会に参加できない 

方は、別途下記までご連絡願います。 

     ジュニアラグビースクール主務  知野見 

      fax : 077-588-3238／mail : shiga.junior.rugby@gmail.com 

 

以上 

mailto:shiga.junior.rugby@gmail.com
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滋賀ジュニアラグビースクール実施要綱 
 

１ 趣  旨  ラグビーフットボールは、２０１６年リオデジャネイロオリンピックから正式

種目となり、２０１９年ワールドカップが日本で開催されることが決まってい

る。ジャパンのスーパーラグビー参戦も決まり、ラグビーの世界は広がってい

る。また、平成３６年の滋賀国体に向けて強化の中心となる中学生世代に楕円

球の魅力を知ってもらい、ラグビーを通じて県内外の広い地域の同世代や他の

世代の人たちと交流し世界を広げることを目的とする。 

 

２ 主  管  滋賀県ラグビーフットボール協会 

 

３ 方  針 ラグビーを通じて強い心、体を作る。自己を律する力をつける 

  怪我をしない体作り、ラグビーの基本的なスキルであるパス、ランニング、 

キック、タックルの基本練習、タッチラグビー等を通じてのゲーム勘を掴む 

 

４ 活 動 日 毎週土曜日 or日曜日 

 

５ 活動内容 通常練習、県内外中学校ラグビー部との合同練習・練習試合、選抜合宿 

他府県ジュニアスクールとの交流試合等 

 

６ 活動場所 県内中学校、高校、企業グラウンド等 

        練習場所までの移動については原則参加者で対応（現地集合／現地解散） 

 

７ 費  用 会 費  １０，０００円／年 

            （個人登録料、スポーツ安全保険等含む） 

  その他   ユニフォーム代、遠征費、合宿費等を 

別途徴収させていただきます。 

 

８．その他 １）連絡手段は“らくらく連絡網”というインターネット経由でメール配信する   

 無料のシステムを活用します。本人もしくは保護者のメールアドレス（両方

でも可）を登録いただきますので、予めご了解願います。 

 □登録方法：登録される端末から「27971529@ra9.jp」に空メールを送信

します。ＰＣ・携帯メール等複数登録可能です。 

２）練習場所までの移動については、原則各自で対応するものとします。 

 場所によって移動手段の確保が難しい場合は、相談してください。 

 

９．連絡先 

  滋賀ジュニアラグビースクール 主務 知野見 岳人(県協会理事) 

  fax：077-588-3238／mail： shiga.junior.rugby@gmail.com 
 

 

 

mailto:gaku-c@gaia.eonet.ne.jp


月日 内容 場所 備考

4月3日 平成25年度開校式及び通常練習 パナソニックエコふれあい広場

4月10日 通常練習 希望が丘文化公園球技場

4月17日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド

4月24日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド

5月3,4日 中体連合同練習 希望ヶ丘文化公園球技場・草野球場

5月8日 通常練習 パナソニックエコふれあい広場
5月15日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド 練習後ＢＢＱ
5月29日 合同練習 野洲中学校
6月5日 合同練習 野洲中学校
6月12日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
6月12日 ３県対抗戦 立命館大学グリーンフィールド 奈良選抜戦
6月19日 合同練習 膳所高校グラウンド 膳所高校
6月19日 ３県対抗戦 兵庫県高取グラウンド 兵庫選抜戦
6月26日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
7月3日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
7月10日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
7月17日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド

7月23、24日 合宿 八幡工業高校セミナーハウス・グラウンド

7月28～31日 関西ジュニア大会 岐阜県数河高原グラウンド 選抜メンバー
8月7日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
8月21日 光泉高校ラグビークリニック 光泉高校グラウンド
8月28日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
9月4日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
9月11日 練習試合 パナソニックエコふれあい広場
9月18日 合同練習 野洲中学校
9月25日 草津市ラグビー祭 立命館大学ＢＫＣ
10月2日 通常練習 野洲川河川公園グラウンド
10月9日 通常練習 雨山文化運動公園グラウンド
10月16日 タッチラグビー大会 東レグラウンド
10月23日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）リゲルサントス
10月30日 通常練習 中主B&G海洋センターグラウンド

11月3日 野洲ラグビー祭 希望が丘 野洲中他

11月6日 基本練習＆高校準決勝観戦 皇子山 陸上競技場

11月13日 基本練習＆高校決勝観戦 皇子山 陸上競技場
11月20日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）リゲルサントス
11月27日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）荒天のため中止
12月4日 通常練習 パナソニックエコふれあい広場
12月11日 通常練習 パナソニックエコふれあい広場
12月18日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）リゲルサントス
12月25日 通常練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）

1月8日 初練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）リゲルサントス

1月9日 選抜合宿 膳所高校グラウンド

1月15日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）予定

1月22日 通常練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）予定

1月29日 県ジュニアセブンス大会 パナソニックエコふれあい広場 予定

2月5日 県ジュニアラグビー大会 パナソニックエコふれあい広場 予定

2月12日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）予定
2月19日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）予定

2月26日 合同練習 野洲川河川公園グラウンド（野洲側）予定

3月5日 合同練習 野洲川運動公園グラウンド（栗東側）予定

3月5日 入団説明会 立命館大学グリーンフィールド スポ少大会

3月12日 通常練習 未定 予定

3月19日 通常練習 未定 予定

3月末 選抜合宿 未定 予定

【平成２８年度活動実績】
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入 団 申 込 書 
 

 

□ 滋賀ジュニアラグビースクールに入団します。 

 

氏  名 

  よみがな 

保護者氏名 

 

印 

学校名／学年 

 

生年月日 

 

住  所 

〒 

電話番号 

固定電話： 

携帯電話： 

 

月日 内容 場所 備考
4月2日 平成２８年度開校式及び通常練習 パナソニックエコふれあい広場

毎週日曜 通常練習 野洲川運動公園グラウンド他
5月21日 合同練習 パナソニックエコふれあい広場

6月10日 滋賀県ラグビー祭 皇子山 陸上競技場

6月18日 合同練習 パナソニックエコふれあい広場

7月2日 合同練習 パナソニックエコふれあい広場

7月末 関西ジュニア大会観戦 数河高原ラグビー場
7〜８月 合同練習 県内高校

8月上旬 県中学選抜合宿 菅平高原 選抜メンバー
10月中旬 合同練習 パナソニックエコふれあい広場
12月10日 合同練習 パナソニックエコふれあい広場

1月28日 県ジュニアセブンス大会 パナソニックエコふれあい広場 中体連合同

2月4日 県ジュニアラグビー大会 パナソニックエコふれあい広場 中体連合同

3月中旬 合同練習 パナソニックエコふれあい広場
3月末 天理遠征 天理中・親里ラグビー場

【平成２９年度活動予定】

切り取り 


