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YOKOHAMA TKM からのお知らせ 

 

◇2015/11/05 「女子セブンズ強化合宿、女子セブンズアカデミー合同合宿」に山田怜選手が選出されました。 

◇2015/10/07 「女子セブンズ種目転向者育成フォローアッププログラム」に 3 選手が選出！ 

◇2015/ 9/29 「女子セブンズ強化合宿、女子セブンズアカデミー合同合宿」に山田怜選手が選出されました。 

◇2015/ 9/29 「女子日本代表（サクラセブンズ vs チャレンジバーバリアンズ」に３選手が出場します。 

◇2015/ 9/24 「女子セブンズ強化合宿、女子セブンズアカデミー合同合宿」に山田怜、三村亜生の 2 選手が選出。 

◇2015/ 9/03 「女子セブンズ種目転向者育成フォローアッププログラム」に 3 選手が選出！ 

◇2015/ 9/01 日本ラグビーフットボール協会主催「女子セブンズ強化合宿」に山田怜、三村亜生の 2 選手が選出。 

◇2015/ 8/11 「ブレディスローカップ」前座 「女子セブンズ日本代表 vs 女子オーストラリア代表」試合結果(JRFU)。 

◇2015/ 8/06 「女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ）」オーストラリア遠征の詳細スケジュールです(JRFU)。 

◇2015/ 8/04 「女子セブンズ強化遠征（オーストラリア）・強化合宿」に山田怜、三村亜生が選出されました！ 

◇2015/ 7/23 日本ラグビーフットボール協会主催「女子セブンズ強化合宿」に山田怜、三村亜生が選出されました！ 

◇2015/ 7/07 「女子セブンズ日本選抜 vs 女子ニュージーランド・オークランド州代表」に三村亜生選手が出場！ 

◇2015/ 6/25 「女子セブンズ合同合宿」に山田怜、三村亜生の 2 選手が選出されました。 

◇2015/ 6/11 「女子セブンズアカデミー合宿」に山田怜と小笹知美の 2 選手が選出されました。 

◇2015/ 6/04 「女子セブンズ合同合宿（タレント発掘・育成コンソーシアム育成フォローアップ）」に小笹知美が選出！ 

◇2015/ 5/27 「女子アジアラグビーチャンピオンシップ 2015」で女子 15 人制日本代表が優勝を果たしました！ 

◇2015/ 5/27 「女子セブンズ合同遠征（女子セブンズ強化及び女子セブンズアカデミー）」に三村亜生が選出！ 

◇2015/ 5/19 「女子セブンズ強化合宿」に山田怜、三村亜生、小笹知美の 3 選手が選出されました。 

◇2015/ 5/14 「15 人制ラグビー強化合宿＆女子アジアラグビーチャンピオンシップ 2015 香港遠征」に 3 選手が選出！ 

◇2015/ 5/12 「女子アジアラグビーチャンピオンシップ2015 ～ 女子 15 人制日本代表 vsカザフスタン代表」試合結果。 

◇2015/ 5/01 「女子セブンズ種目転向者育成フォローアッププログラム」に 3 選手が選出！ 

◇2015/ 5/01 「15 人制ラグビー強化合宿&Women’s Asian Rugby Championships」に 3 選手が選出されました。 

◇2015/ 4/21 「女子 15 人制ラグビー強化合宿」に鈴木育美、山あずさ、日向寺亜依の 3 選手がが選出されました。 

◇2015/ 4/07 2015 年度「女子 7 人制ラグビー日本代表候補」に山田怜、三村亜生、小笹知美の 3 選手が選出！ 

◇2015/ 4/02 「女子 15 人制ラグビー強化合宿～SC セッション」に山あずさと日向寺亜依が選出されました。 

◇2015/ 4/02 「香港女子セブンズ 」準優勝！女子セブンズ日本選抜の試合結果のお知らせ。 

◇2015/ 4/01 「女子セブンズ日本代表 vs 女子オランダ代表」のレフリーに高橋真弓が派遣されます！ 

◇2015/ 4/01 「 東京セブンズ 2015」の女子セブンズ日本代表 に山田怜、小笹知美が選出されました。 

◇2015/ 3/17 女子セブンズ日本選抜「香港女子セブンズ 」の遠征メンバーに山田怜、小笹知美が選出されました。 
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◇2015/ 3/10 「女子 15 人制ラグビー強化合宿」に山あずさと日向寺亜依の 2 選手が選出されました。 

◇2015/ 3/05 「 HSBC セブンズワールドシリーズ 2014-2015 東京セブンズ」7 人制日本代表エキシビションマッチ。 

◇2015/ 3/05 2014 年度「第 11 回女子セブンズシニアアカデミー」に山田怜、三村亜生、小笹知美が選出されました。 

◇2015/ 3 /03 女子セブンズ日本選抜「ARFU アジア・パシフィック・クロスリージョナルセブンズ」で優勝を果たしました。 

◇2015/ 2/17 女子セブンズ日本選抜「ラスベガス招待大会」の試合結果をお知らせします。 

◇2015/ 2/05 「2020 ターゲットエイジ育成・強化プロジェクト」女子セブンズ日本選抜が出場する「ラスベガス招待大会」 

◇2015/ 2/05 「アメリカ・カナダ派遣メンバー」に鈴木育美、山田怜、三村亜生、小笹知美が選出されました。 

◇2015/ 1/29  2014 年度「第 10 回女子セブンズシニアアカデミー」に鈴木育美、山田怜、三村亜生、小笹知美が選出。 

◇2015/ 1/29  「女子 15 人制ラグビー強化合宿」に山あずさと日向寺亜依の 2 選手が選出されました。 

◇2015/ 1/20  2014 年度「第 10 回女子セブンズシニアアカデミー」に小笹知美が選出されました。 

◇2015/ 1/15  2014 年度「第 9 回女子セブンズシニアアカデミー」に小笹知美、日向寺亜依の 2 選手が選出されました。 

 

          

http://www.tkm7.jp/images_mt/15rugbykyouka%20yama.hyuugaji_2015.3.10.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/15rugbykyouka%20yama.hyuugaji_2015.3.10.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/HSBC%20sevens%20world%20TOKYO_2015.3.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/HSBC%20sevens%20world%20TOKYO_2015.3.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/academyYAMADA.MIMURA.KOZASA_2015.3.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/academyYAMADA.MIMURA.KOZASA_2015.3.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/ARF%20UAsia%E2%80%90Pacific.yushou.yamada.kozasa_2015.3.3.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/ARF%20UAsia%E2%80%90Pacific.yushou.yamada.kozasa_2015.3.3.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/Las%20Vegas.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.17.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/Las%20Vegas.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.17.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/Las%20Vegas.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/Las%20Vegas.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.5.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/US%26CnadaTour.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.5%20new.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/US%26CnadaTour.suzuki.yamada.mimura.kozasa_2015.2.5%20new.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/academyYAMADA.MIMURA.SUZUKI.KOZASA_2015.1.29.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/15rugbykyouka%20yama.hyuugaji_2015.1.29.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/15rugbykyouka%20yama.hyuugaji_2015.1.29.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/10th%20academykozasa_2015.1.20.pdf
http://www.tkm7.jp/images_mt/9thacademykozasa.hyugaji_2015.1.15.pdf

