
RUGBY CALENDER 2020～ 2021
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11日 (火 )

21日 (全 )～ 26日 (水 ,

放虚原うグピー場

鹿児島県:北藩広域会園運動広場・かぐや姫G全九′iヽ 高等学校新人大会 (5位まで選抜大会tt場 )

長崎県三 1■区対抗戦

2月

6日 (金 )～8日 (日 )

7日 (■ )-9日 (月 )

13日 (金 )～ 15日 〈日)

2431火 )～ 3月 318く 火 I
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佐 賀県 SACAサ ンライスハー ク球 11場

1母 玉県 熊 谷 市

]ゆ西〔1本 トレセン(九 州・中国・四□) 山 0県
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大

U16九州フロンクトレセン

九川高等学校 10人 利大会

3月

第21口 全国高校選拡大会

,181■ )・ 123(Bi

4月  180.土 )10日 (日 i

23〔ヨ1火 )-5月 50(火 1,)

汝′1原 ラクビー場

第44回長崎 招待ラグビー

サニックスワールトラグビーユース交流大会2020

嗜ニかきどまり

グローバルアリーナ

放虎原・諫早市サッカー場・かきどまり

撻岡県開催

6日 (■ )～ 12日 嗜 )

6月

198{金 )～ 23[〕 (火 ′   第73□ 全九州高等索校体育大会

4日 (上 }～ 6日 (月 )

17日 (金 )～ 20日 (月 )

11日 (土 )～ 12日 (日 )

U16・ ,7ブ ロックトレセン

第 フコ全 国高校セブンス

7月

湯布院

菅平高原サニアバーク

九州高 校 女代 表強 化合宿

0161フ  8県 合同

福岡県開催

熊本県

7月 30日 (本 )～ 8月 28(日 )第 16回全国高校合同チーム大会・第 10回全国高校女子合同チーム大会 長野県 :菅 平

第 2回 九州高校U18女子セブンス大会

日本開催

8月

第 40回 九 州プロック大会 沖縄 県開 催

福岡県開催

23日 (日 )～ 29日 (上 )  日韓中ジュニア交流協議会 (U17日 本代表 )

288(全 )～ 308(日 )

22日 (上 )～ 23日 (日 )

4日 (日 )～ 8日 (本 ) 鹿児島県薩鷹郡さつま町

大村市 ‐長崎市

10月

第 フ5回 国 民体 育大会

11月  18(8'80(a)15日

(日 )

,号 布「完

同    上

208(全 ,218(土 ,23日 (月 )全国大会予選九州 2位 大会

5(■ )-6(日 ) t"617九 州交流大 会 クローハルアリーナ

'2月

278(日
'28日

(月 130(水 )第 100回全国高等学校大会 東 大阪市・花曰ラクビー喘

各 地区 新 人大会

奈良県天理

故虎原ラグビー場・森山ふれあい広場

13(月 ,38(水 )0日 (全 ,7● (3)

1月 第51回 全国高専大会
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11‐ ,'。 .1・ 長崎 県高等学 校新 人大会

向    上

,l口 ‐′ヽ )

19日 (全 ′～24印:水 ,

放虎原

沖縄県開催

長崎県三地区対抗戦

2月

全九州高等学校新人大会

5日 (全 ～` 7日 (8)

6日 (■ ,～ 81月
'

13[](金 )～ 15日 (0,

TI D西 日本トレセン(九り:1中国・四□)

tメ 16九州フ E】 ンクトレセン

山 口県 予定

3月 湯布院

長埼 県開催

畑 ブくみ、

9月  8月 下 旬～ 9月 上 旬

第 100回全国高等学校大会長崎 県大会


