
日付 曜 2022年度 事業計画（案） 摘用 担当 場所 主管

4月3日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第1節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

4月10日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第2節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

4月16日 土 レフリー研修（県高校新人7人制大会に向けて） レフリー 比嘉啓 オンライン研修 レフリー

4月17日 日 令和4年度総会・登録説明会・安全推進講習会 全会員・指導者・チーム 比嘉良・仲宗根 未定（沖国大or県総サブアリーナ） 事・安対

4月23日 土 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

4月23日 土 第8回沖縄県高等学校7人制大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（１面）２面で調整中 高校

4月23日 土 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

4月24日 日 第8回沖縄県高等学校7人制大会 高校生 宮城剛 名護高校 高校

4月24日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第3節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

4月23日 土 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 沖縄国際大学・名桜大学 レフリー

5月1日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第4節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

5月1日 土 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 沖縄国際大学・名桜大学 レフリー

5月8日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第5節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

5月8日 土 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 沖縄国際大学・名桜大学 レフリー

5月11日 水 第１回理事会 理事 比嘉良 沖縄市営陸上競技場会議室orオンライン 事

5月14日 土 第3回沖縄ワラビーリーグ（第1節） 小学生 照屋 未定 普及育成

5月18日 水 令和４年度沖縄県高等学校総合体育大会（ラグビー） 高校生 宮城剛 宮古陸上競技場 高校

5月18日 水 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 宮古陸上競技場 レフリー

5月19日 木 令和４年度沖縄県高等学校総合体育大会（ラグビー） 高校生 宮城剛 宮古陸上競技場　前福グラウンド 高校

5月19日 木 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 宮古陸上競技場 レフリー

5月21日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

5月21日 土 令和４年度沖縄県高等学校総合体育大会（ラグビー） 高校生 宮城剛 宮古陸上競技場　前福グラウンド 高校

5月21日 土 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 宮古陸上競技場 レフリー

5月22日 日 令和４年度沖縄県高等学校総合体育大会（ラグビー） 高校生 宮城剛 宮古陸上競技場　前福グラウンド 高校

5月22日 日 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 宮古陸上競技場 レフリー

5月29日 日 令和4年度第１回ｾｰﾌﾃｨｰｱｼｽﾀﾝﾄ認定講習会 各チーム 仲宗根 沖縄市営陸上競技場会議室（予） 安対

6月5日 日 第48回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会（一般・大学） ク・社・大 加納 名桜大学（予定） ク・社

6月5日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学（予定） レフリー

6月12日 日 第48回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会（一般・大学） ク・社・大 加納 名桜大学（予定） ク・社

6月12日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学(予定） レフリー

6月15日 水 第２回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

6月18日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

6月19日 日 第48回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会（一般・大学） ク・社・大 加納 名桜大学（予定） ク・社

6月19日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学(予定） レフリー

6月25日 土 第3回沖縄ワラビーリーグ（第2節） 小学生 照屋 未定 普及育成

6月25日 土 沖縄県中学校ラグビー大会 中学生 城間 県総合運動公園蹴球場（１面） 中学

6月26日 日 沖縄県中学校ラグビー大会 中学生 城間 県総合運動公園蹴球場（１面） 中学

6月26日 日 第48回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会（一般・大学） ク・社・大 加納 名桜大学（予定） ク・社
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7月1日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学(予定） レフリー

7月1日 金 第３回理事会・懇親会 理事 比嘉良 名護２１世紀の森体育館会議室 事

7月2日 土 沖縄県中学校ラグビー大会 中学生 城間 県総合運動公園蹴球場（１面） 中学

7月2日 土 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 未定 強化

7月2日 土 沖縄県大学リーグ 大学生 平 沖国大・名桜大グランド 大学

7月2日 土 レフリー研修（B認定研修対象者） レフリー 比嘉啓 沖国大・名桜大グランド レフリー

7月3日 日 沖縄県中学校ラグビー大会 中学生 城間 未定 中学

7月9日 土 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 未定 強化

7月9日 土 沖縄県大学リーグ 大学生 平 沖国大・名桜大グランド 大学

7月9日 日 レフリー研修（B級認定研修対象者） レフリー 比嘉啓 沖国大・名桜大グランド レフリー

7月16日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

7月16日 土 沖縄県大学リーグ 大学生 平 沖国大・名桜大グランド 大学

7月16日 土 レフリー研修（B級認定研修対象者） レフリー 比嘉啓 沖国大・名桜大グランド レフリー

7月18日 月 KBC協賛沖縄ラグビーフェスティバル 小中高一般 良人・法匡・辺士名 県総合運動公園蹴球場（２面） 普・強

7月23日 土 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 未定 強化

7月23日 土 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 未定 レフリー

7月24日 日 KBC協賛沖縄ラグビーフェスティバル（予備日） 小中高一般 良人・法匡・辺士名 未定 普・強

7月25日 月 タグラグビー指導者研修会（中部地区） 県内タグ指導者 仲間・栄門 中部管内小学校　体育館 普及育成

7月27日 水 タグラグビー指導者研修会（北部地区） 県内タグ指導者 仲間・栄門 北部管内小学校　体育館 普及育成

7月29日 金 タグラグビー指導者研修会（南部地区） 県内タグ指導者 仲間・栄門 南部管内小学校　体育館 普及育成

7月29日 金 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（２面） 強化

7月29日 金 レフリー研修（C級保持大学生レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

7月30日 土 第3回沖縄ワラビーリーグ（第3節） 小学生 照屋 未定 普及育成

7月31日 日 ルール伝達講習会 レフリー 比嘉啓 未定 レフリー

8月5日 金 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（２面） 強化

8月5日 金 レフリー研修（C級保持大学生レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

8月6日 土 タグラグビー体験会 特支に通う小・中・高 仲間 中部管内小学校　体育館 普及育成

8月7日 日 第6回読谷村長杯争奪男子セブンズリーグ（前期） ク・社・大 加納 ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク ク・社

8月12日 金 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（２面） 強化

8月12日 金 レフリー研修（C級保持大学生レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

8月14日 日 第6回読谷村長杯争奪男子セブンズリーグ（前期） ク・社・大 加納 ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク ク・社

8月17日 水 第４回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

8月19日 金 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（２面） 強化

8月19日 金 レフリー研修（C級保持大学生レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

8月20日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

8月21日 日 令和4年度第２回ｾｰﾌﾃｨｰｱｼｽﾀﾝﾄ認定講習会 各チーム 仲宗根 沖縄市営陸上競技場会議室（予） 安対

9月4日 日 第48回全九州ｸﾗﾌﾞ・実業団大会県予選 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（予定） ク・社

9月4日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

9月10日 土 第11回トライドリームカップ沖縄県予選 小学生 照屋・松井 県総合運動公園蹴球場（２面） 普及育成

9月11日 日 第48回全九州ｸﾗﾌﾞ・実業団大会県予選 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（２面） ク・社

9月11日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

9月11日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 県外 九州

9月14日 水 第５回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

9月17日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

9月17日 土 第49回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場（予定） 高校

9月17日 土 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場 レフリー

9月18日 日 第49回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場（予定） 高校

9月18日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場 レフリー

9月18日 日 第48回全九州ｸﾗﾌﾞ・実業団大会県予選 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（１面） ク・社

9月18日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 県外 九州

9月23日 金 第49回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場（予定） 高校

9月23日 金 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場 レフリー

9月25日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 加納 名桜大学・県総合運動公園蹴球場（予定） 九州
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10月1日 土 第74回沖縄県県民体育大会 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（２面） 沖縄県

10月1日 土 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

10月2日 日 第74回沖縄県県民体育大会 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（２面） 沖縄県

10月2日 日 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

10月2日 日 第24回沖縄県スポレク祭タグラグビー大会 幼・小・中・一般 仲間・栄門 未定 普及育成

10月9日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 加納 名桜大学・県総合運動公園蹴球場（１面） 九州

10月9日 日 レフリー研修（C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学・県総合運動公園蹴球場 レフリー

10月10日 月 第24回沖縄県スポレク祭タグラグビー大会 幼・小・中・一般 仲間・栄門 県総合運動公園蹴球場（１面） 普及育成

10月12日 水 第６回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

10月15日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

10月22日 土 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（１面） 高校

10月22日 土 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

10月22日 土 第1回九州新人実行委員会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（１面） 高校

10月23日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 加納 名桜大学・県総蹴球場（１面） 九州

10月23日 日 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学・県総合運動公園蹴球場 レフリー

10月29日 土 第3回沖縄ワラビーリーグ（第4節） 小学生 照屋 未定 普及育成

10月29日 土 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　 高校生 宮城剛 未定 高校

10月30日 日 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（２面） 高校

10月30日 日 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

11月4日 金 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　決勝 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（２面） 高校

11月5日 土 名護市長杯中学ラグビー大会 中学生 城間 21世紀の森ラグビー場/県総蹴球場（１面） 中学

11月5日 土 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　決勝 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（１面） 高校

11月5日 日 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

11月6日 日 名護市長杯中学ラグビー大会 中学生 城間 未定 中学

11月6日 日 令和4年度九州トップクラブリーグ ク・社 加納 名桜大学・県総蹴球場（１面） 九州

11月6日 日 レフリー研修（B級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 名桜大学・県総合運動公園蹴球場 レフリー

11月11日 金 第102回全国高等学校ラグビー選手権　予選　決勝 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（２面） 高校

11月12日 土 名護市長杯中学ラグビー大会 中学生 城間 未定 中学

11月12日 土 第74回沖縄県県民体育大会 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（１面） 沖縄県

11月12日 土 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

11月13日 日 第74回沖縄県県民体育大会 ク・社 加納 県総合運動公園蹴球場（１面） 沖縄県

11月13日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

11月16日 水 第７回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

11月19日 土 はじめてのタグラグビー 幼・小 仲間 県内各地 普及育成

11月23日 水 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 未定 強化

11月26日 土 第８回理事会・忘年会 理事 比嘉良 那覇市松山　「バイキング居酒屋リオ」(予定） 事

12月3日 土 第3回沖縄ワラビーリーグ（第5節） 小学生 照屋 未定 普及育成

12月4日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第6節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

12月10日 土 沖縄県高等学校10人制大会 高校生 仲宗根 21世紀の森ラグビー場（予定） 高校

12月11日 日 沖縄県高等学校10人制大会 高校生 仲宗根 2１世紀の森ラグビー場（予定） 高校

12月11日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第7節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

12月15日 木 第1回総務委員会 総務委員 比嘉良 オンライン 総務

12月17日 土 第19回全国小学生タグラグビー選手権大会沖縄県予選大会 小学生 仲間・栄門 ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク 普及育成

12月17日 土 宮城博杯中学校ラグビー大会 中学生 城間 未定 中学

12月18日 日 第19回全国小学生タグラグビー選手権大会沖縄県予選大会 小学生 仲間・栄門 県総合運動公園蹴球場（１面）/ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク 普及育成

12月18日 日 宮城博杯中学校ラグビー大会 中学生 城間 県総合運動公園蹴球場（１面） 中学

12月18日 日 第39回沖縄県ラグビーリーグ（第8節） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

12月24日 土 宮城博杯中学校ラグビー大会 中学生 城間 未定 中学
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1月14日 土 沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（予定） 高校

1月14日 土 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

1月15日 日 沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 2１世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（予定） 高校

1月15日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

1月15日 日 第31回沖縄県7人制大会（全九州木元杯予選） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

1月18日 水 第９回理事会 理事 比嘉良 オンライン 事

1月21日 土 沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（予定） 高校

1月21日 土 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

1月22日 日 沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 2１世紀の森ラグビー場・県総蹴球場（予定） 高校

1月22日 日 レフリー研修（B・C級レフリー対象） レフリー 比嘉啓 ２１世紀の森ラグビー場・県総合運動公園蹴球場 レフリー

1月22日 日 第2回九州新人実行委員会 理事 宮城剛 21世紀の森ラグビー場・県総蹴球場 高校

1月22日 日 第31回沖縄県7人制大会（全九州木元杯予選） ク・社・大 加納 沖縄国際大学・名桜大学 ク・社

2月10日 金 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月11日 土 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月12日 日 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月13日 月 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月14日 火 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月15日 水 木本杯全九州新人ラグビーフットボール大会 高校生 宮城剛 県総合運動公園蹴球場（２面）・補助陸上競技場 高校

2月19日 日 第6回読谷村長杯争奪男子セブンズリーグ（後期） ク・社・大 加納 ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク ク・社

2月22日 水 第2回総務委員会・第１０回理事会 理事 比嘉良 沖縄市営陸上競技場会議室orオンライン 事

2月23日 木 ラグビー国体強化大会 高校生 辺士名 未定 強化

2月25日 土 第15回沖縄県ミニラグビー交流大会 小学生 照屋 県総合運動公園蹴球場（１面） 普及育成

2月26日 日 第6回読谷村長杯争奪男子セブンズリーグ（後期） ク・社・大 加納 ZANPAプレミアム残波岬ボールパーク ク・社

3月4日 土 第19回パナソニックタグラグビーフェスタin沖縄大会 幼・小・中・一般 仲間・栄門 県総合運動公園蹴球場（１面） 普及育成

3月11日 土 高校招待ラグビー 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（１面） 強化

3月11日 土 レフリー研修（九州協会巡回講習会） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

3月12日 日 高校招待ラグビー 高校生 辺士名 県総合運動公園蹴球場（１面） 強化

3月12日 日 レフリー研修（九州協会巡回講習会） レフリー 比嘉啓 県総合運動公園蹴球場 レフリー

3月25日 土 第１１回理事会・納会 理事 比嘉良 沖縄市美里　「魚魚万」（予定） 事

4月16日 日 2023年度総会・登録説明・安全推進講習会 全会員・指導者・チーム 比嘉良・仲宗根 未定（沖国大or県総サブアリーナ） 事・安対
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