
日時：2017年5月21日（日）10時～15時頃（予定）
場所：京都府福知山市戸田の「たんぼ」
対象：老若男女・ラグビー経験不問，誰でもＯＫ！
主催：福知山たんぼラグビー実行委員会

https://www.facebook.com/tanborugby

エントリー方法等は随時下記Facebookページなどでお知らせします。

またやるで～！
めっちゃ，おもろいさかいな～！！

みんなで遊びにきてや～！！！

～たんぼラグビーを京都・福知山から全国へ！そして世界へ！！～
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第3回たんぼラグビーin京都・福知山 

実施要項（0311周知暫定版） 

 

1. 名  称 第3回たんぼラグビーin京都・福知山 

2. 目 的 京都・福知山は，街を貫く由良川の流れと里山に抱かれた田畑の大

いなる自然の恵みを授かりながら発展してきた。その一方で，数多

繰り返されてきた水害に直面しながら，地域の人々が助け合いの精

神と粘り強さをもってその困難を力強く乗り越えてきた歴史を重ね,

今日に至っている。 

自然の恵みに感謝し，土に親しみ，泥にまみれながら，福知山のたんぼでラグビーをプレー

することにより，地域の方々の「誇り」と「絆」を体感し，スポーツを核とした世代を問わず楽し

むことができる現代の「まつり」を通じて，地域振興とラグビーの普及に寄与することを目的

として「たんぼラグビー」を開催する。 

3. 日  時 2017年5月21日（日）10時00分～15時00分（予定） 【少雨決行】 

4. 会  場 京都府福知山市戸田地区のたんぼ 

●所在 〒620‐0801 京都府福知山市戸田1159付近 

Google map「福知山たんぼラグビー会場」で検索してく

ださい。 

●交通 【自動車】舞鶴若狭道「福知山IC」約3Km・約8分 

 【電 車】ＪＲ山陰線「石原」駅下車徒歩約15分 

※会場の駐車スペースが限られていることから，会場への駐車車両台数を制限します。自

家用でご来場の節は，可能な限りお乗り合わせいただく等ご協力方お願いします。（詳細

は，エントリー後チーム代表者に通知いたします。） 

5. 主  催 京都府ラグビーフットボール協会，福知山たんぼラグビー実行委員会 

6. 主 管 福知山市ラグビーフットボール協会 

7. 後 援 福知山市，福知山市教育委員会，福知山商工会議所，（一社）福知

山観光協会，（一社）全日本子どもスポーツ連盟，（一社）京都府サ

ッカー協会，京都サンガＦ．Ｃ．，京都新聞，ＮＨＫ京都放送局，ＫＢＳ

京都，㈱両丹日日新聞社，ふくちやまＦＭ丹波（いずれも申請予

定） 

8. 協 賛 調整中 

9. 協 力 （農法）遷喬ふぁーむ，ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ，福知山温泉養老の湯（いずれも依

頼予定） 

10. 支 援 Ｊ・福知山ラグビースクール，福知山高等学校ラグビー部，福知山・Σラグビークラブ 

11. 参加対象 プレーヤーは，幼児から大人まで（年齢・性別並びにラグビー経験不問）です。 

また，プレーヤー以外の方々にも楽しめるような企画を準備する予定ですので，ご観戦とと

もにお気軽にご参加ください。 

12. チーム編成 1チームのフィールドプレーヤーは4名です。チームエントリーは，交代要員を含めた5名以

上で申し込んでください。また，個人エントリーは，主催者が編成するチームでご参加いただ

けます。 

13. 競技規則 別に定める「たんぼラグビー競技規則」により実施します。誰もが安全で気軽にプレーでき
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るコンタクトプレーのないタッチラグビーです。 

14. 実施内容 ２つのカテゴリーを設けます。試合以外にも誰もが気軽に楽し

めるミニゲームやアトラクション，物販模擬店を設けます。 

①福知山カップ・カテゴリー 

無差別級，腕に覚えのあるチームはここへ！ 

「たんぼラグビー」No.1 を決定するチャンピオンカテゴリー

です。 

②北都カップ・カテゴリー 

主として小学生世代や女性を対象としたチャレンジ・ビギナーカテゴリーです。 

勝敗にこだわらずゲームを楽しみます。 

15. 参 加費 1 チーム…5,000 円，個人エントリーの場合は 1,000 円／1 人

を指定の口座に事前に振り込んでください。 

16. 服 装等 Ｔシャツ・ビブス・ラグビージャージ等上着のみチームで統一

した服装で参加してください。 

また，安全上，靴は必ず着用することとします。素足や靴下で

のプレーは禁止します。 

17. その他 会場で飲食物の物販企画を調整しておりますが，昼食は各自でおとりください。 

プレー後の泥落としは，簡易なものとなります。（近隣浴場を割引価格でご利用いただけるよ

う交渉します） 

18. 表 彰 「福知山カップ・カテゴリー」優勝チ

ームは「たんぼラグビーチャンピ

オン」として表彰します。 

その他，成績優秀チーム以外にも

様々な観点から表彰いたします。 

19. 申込方法 参加を希望する場合は，5 月 7 日

（日）までに別紙「たんぼラグビー

エントリー表」を電子メールで送信

してください。 

＜申込先＞ 

福知山たんぼラグビー実行委員会事務局  担当：長手信行 

 電話：090-8984-6688 

 E-mail：tanborugby@gmail.com 

20. 試合方法 参加チーム集約後，組合せ等を事務局において決定し，チーム代表者宛に事前連絡します。 

21. その他 下記について，ご了解のうえお申し込みください。（詳細は，申込み締切り後，各チーム代表者

宛に通知します。） 

• 傷害保険は，主催者でも加入しますが，補償は，加入傷害保険の範囲内となります。 

• 大会中に撮影した写真・映像に係る肖像権は，主催者に帰属するものとします。 

• 大会準備の様子や各種お知らせを下記 Facebook ページで随時お知らせしますのでご

活用ください。 



 

 

＜あて先＞福知山たんぼラグビー実行委員会事務局 

                         E-mail：tanborugby@gmail.com 

エントリー締切り：５月７日（日） 

 

「第３回たんぼラグビーin京都・福知山」エントリー表 
 

 標記大会参加にあたり，大会規則等を遵守し，下記のとおり参加を申し込みます。 

 

記 

 

代表者氏名（ふりがな）  

連絡先 

住  所 〒 

携帯電話番号 

（当日連絡先） 
 

ＰＣアドレス 

（必 須） 
 

※ご記入いただいた個人情報は，適切に管理し，今大会運営目的以外には使用しません。 

カテゴリー 

参加 

希望 

チーム

数 

チーム名 
選手人数 

うち女性 
備考 

福知山カップ・カテゴリ

ー 

（チャンピオンカテゴ

リー） 

 
 人（ 人）  

  人（ 人）  

北都カップ・カテゴリー 

（チャレンジ・ビギナーカテゴ

リー） 
 

  人（ 人）  

  人（ 人）  

個人参加 

氏名・性別・ 

希望カテゴリー 

 

 

 

■チームプロフィール(100～150字程度，当日配布資料にチーム紹介として掲載予定) 

 

 

■チーム構成（○○小学校、○○ラグビースクール、家族参加、ラグビースクール生徒とコーチ、学校の生徒と先生など） 

 

 

■要望・補足など 
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たんぼラグビーのルール・とてもカンタン版 

 

 たんぼラグビーは，4名からなる 2つのチームが，競技規則及びスポーツ精神に則

り，フェアプレーに終始し，ボールをもって走り，パス，グラウンディングをしてできる

かぎり得点を多くあげたチームがその試合の勝者となるゲームです。 

 童心にかえり，夢中になってプレーすることを通じて自然に感謝し，地域の方々の

想いに触れ，ラグビーの楽しさやラグビースピリットを感じることを目的とします。 

 

 

＜人数と選手交代＞ 

 プレーヤーは 4 人，自由入替制で何度でも試合に加わることができます。 

＜服装＞ 

 安全上，靴は必ず履いてください。 

＜試合時間等＞ 

 試合時間は，原則として 5 分（ワンハーフ・前後半なし）とし，両チームの

同意により 長 7分まで設定できます。 

 試合時間を終えて同点の場合は，ゴールデントライ方式（どちらか一方がトライをとった時点でノーサ

イド）によりゲームを延長します。 

 午後の福知山カップの対戦は，主催者が任意に決定します。 

＜ビフォアマッチファンクション＞ 

 ゲーム開始前に試合時間やタッチの回数等を協議・決定してください。（ゲームを面白くするために！） 

＜競技＞ 

 試合開始時，反則等によるプレーの再開はすべてフリーパスで行います。 

 フリーパスの際，相手チームは，ボールのある位置から３ｍ下がってください。 

 原則として「タッチ」4回で相手側ボールとなります。 

 「タッチ」とは，守備側プレーヤーが，ボールを持っているプレーヤーの肩から下に両手で同時に触れ

ながら他のプレーヤーに聞こえるように「タッチ」と発声することをいいます。 

 タッチの成立はレフリーが判断し，「タッチ１」等とコールすることで周知します。 

 タッチされたプレーヤーは，速やかに停止とパスを一連の動作で行ってください。 

＜得点方法＞ 

 トライ…１点（グラウンディングとタッチが同時の場合は，トライとする。） 

 ボーナスキック…１点 

＜アフターマッチファンクション＞ 

 ゲームを終えたら速やかに両チームが集い，キャプテントーク等でゲームをふりかえるとともに，ＭＩＰ

プレーヤー（ も印象に残ったプレーヤー）を選出する等健闘を讃えあいましょう！ 
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たんぼラグビー競技規則 2016 

 

 たんぼラグビーは，4 名からなる 2 つのチームが，競技規則及びスポーツ精神

に則り，フェアプレーに終始し，ボールをもって走り，パス，グラウンディン

グをしてできるかぎり得点を多くあげたチームがその試合の勝者となるゲー

ムです。 

 タックル等のコンタクトプレーがなく，世代や性別，ラグビー経験の有無を

問わず誰もが楽しむことが出来ます。 

 ルールは，「タグ」を用いないタグラグビー（タッチフット）のイメージです。 

 ラグビーボールを抱えながら，たんぼを駆けまわり，時には泥んこになりな

がら，太陽・土・水を体感します。 

 童心にかえり，夢中になってプレーすることを通じて自然に感謝し，地域の

方々の想いに触れ，ラグビーの楽しさやラグビースピリットを感じることを

目的とします。 

 

 

第 1 条 グラウンド 

1. たんぼラグビーのグラウンドのフィールドオブプレーは，縦 30ｍ，横 15ｍを超えない範囲とし，た

んぼの状況（広さ，泥の深さ，水量等）やプレーヤーの体力・スキル等に応じて定める。 

2. 原則として，田植え前のたんぼ（水田）とするが，稲刈り後のたんぼでも競技する場合がある。 

3. インゴールは設けない。 

4. ゴールポストは，高さ 2ｍ，幅 3ｍとして，ゴールライン後方 3ｍ，中央の位置に 1対設置する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 2 条 ボール 

1. ボールは，ゴム製のラグビーボール４号球を使用する。 

2. 年少者に対しては，３号球や２．５号球等小型のボールを使用する場合がある。 

 

第３条 プレーヤーの人数 
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1. プレー中に競技区域内にいるプレーヤーは 大４名とする。 

2. プレーヤーは，自由入替制で何度でも試合に加わることが出来る。 

3. プレーヤーが試合に加わる際には，プレーの進行に影響することなく退出するプレーヤーと速やか

に入れ替わること。 

 

第４条 服装 

1. 着衣は，チームで統一された服装が望ましい。 

2. 競技の円滑な進行上，少なくとも上着（Ｔシャツ・ビブス・ラグビージャージ等）は統一すること。 

3. 安全上，靴は必ず着用することとし，靴下のみや素足でプレーすることは認めない。 

4. 泥除け用のゴーグルや帽子などを着用する時は，プレー中の安全に留意したものに限定して認める

場合がある。 

5. 腕時計等不可的なものは装着してはならない。 

 

第５条 試合時間 

1. 試合時間は 大１４分以内とする。 

2. 原則として前後半を区切り，ハーフタイムを挟んで行うものとし，ハーフタイム後には，サイドを交

換する。 

3. 試合時間は，たんぼの状況，気象，プレーヤーの体力等諸条件を勘案したうえで主催者が決定する。 

 

第６条 レフリー（マッチオフィシャル） 

1. レフリーは試合中においては唯一の事実の判定者であり，競技規則の適用者である。 

2. レフリーは主催者が指名する１名が任務にあたる。 

3. レフリーは競技時間と得点に全責任を有する。 

 

第７条 競技方法 

1. 試合の開始と再開 

(ア)トス（じゃんけん等）により 初に攻めるチームとサイドを決める。 

(イ)攻める側のチームのコート中央からのフリーパスで試合を開始する。 

(ウ)得点後は，得点したチームの相手側がフリーパスを行う。 

2. プレーの方法 

(ア)ボールを持って走る，パスを捕る，パスをする，ボールを持ったプレーヤーにタッチする等の行

為を競技規則の範囲内で行うことが出来る。 

(イ)ボーナスキック以外のキックは禁止とし，反する場合はその地点から相手から相手チームのフ

リーパスで再開する。 

3. フリーパス 

(ア)フリーパスとは，試合の開始，トライ後の再開はコートの中央から，ボールがタッチに出た時，

反則が生じた時，４回目のタッチによる攻守交代が生じた時にその地点から行われるパスのこ

とをいう。 
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(イ)反則や４回目のタッチがゴールラインを越えた場所やゴールラインから３ｍ以内で起きた時は，

フリーパスはゴールラインからコートの中央に向かって３ｍの地点で行う。 

(ウ)いずれの場合もフリーパスの際，相手チームは，ボールのある位置から３ｍ下がらなければなら

ない。 

4. パスとスローフォワード 

(ア)パスは，真横または後方に行うことが出来る。 

(イ)前方（相手チームのゴールラインの方向）へパスした場合は，「スローフォワード」の反則とな

り，その地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

5. ノックオン 

(ア)ノックオンとは，プレーヤーがボールを落としボールが前方に進む，または，プレーヤーが手ま

たは腕でボールを前方へたたく，または，ボールがプレーヤーの手または腕にあたってボールが

前方に進み，そのプレーヤーがそのボールを捕り直す前にボールが地面または他のプレーヤー

に触れることをいう。 

(イ)ノックオンが起こった場合は，その地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

6. タッチとタッチ後のプレー 

(ア)タッチとは，守備側プレーヤーがボールを持っているプレーヤーの肩から下に両手で同時に触

れながら他のプレーヤーに聞こえるように「タッチ」と発声することをいう。 

(イ)タッチの成立はレフリーが判断し，「タッチ１」等とコールすることで周知する。 

(ウ)攻撃側は，守備側に４回タッチをされるまで攻撃することができ，４回目のタッチにより攻守交

代し，タッチされた地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

(エ)攻撃側がゴールラインを越えてタッチされた場合は，ゴールラインから３ｍの地点でタッチさ

れたプレーヤーのフリーパスで試合を再開する。 

(オ)タッチされたプレーヤーは，速やかに停止とパスを一連の動作で行うこと。 

(カ)タッチされたプレーヤーが速やかに停止しなかった場合は，「オーバーステップ」の反則となり，

その地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

(キ)タッチ成立後に，ボールの位置を基準としたオフサイドライン（ゴールラインに平行なライン）

が成立する。 

(ク)守備側のプレーヤーがオフサイドラインより相手側の位置からプレーに参加した場合は，オフ

サイドの反則となり，その地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

(ケ)タッチが成立したら，守備側のプレーヤーは，直ちにオンサイドの位置に戻るように努めなけれ

ばならない 

 

第８条 得点方法 

1. トライ…１点 

(ア)攻撃側が相手ゴールラインを越えて（ゴールライン上を含む）グラウンディングした場合，攻撃

側チームに１点が与えられる。 

(イ)グラウンディングとタッチが同時の場合は，トライとする。 

(ウ)相手側の不正なプレーがなかったらトライが得られたとレフリーが認めた場合は，ペナルティ



  たんぼラグビー競技規則 2016 

20150501 制定：たんぼラグビー実行委員会 
- 4 - 

 

ートライとして，攻撃側チームに１点が与えられる。 

2. ボーナスキック…１点 

(ア)トライが得られた場合は，得点したチームにボーナスキックが与えられ，３ｍライン上（または

ゴールまで６ｍの位置）から遅滞なくキックを行う。 

(イ)キックが成功した場合（クロスバーを越えた場合）は１点が与えられる。 

(ウ)キッカーは，フィールドプレーヤーの誰が行っても良い。 

 

第９条 不正なプレー 

1. 競技規則やフェアプレーの精神に反する行為や安全を脅かす次のようなプレーは，不正なプレーと

して罰する。 

(ア)肩から上へのタッチや突き飛ばす等の必要以上に激しいタッチ 

(イ)タッチ以外の身体接触及び身体接触を誘発するプレー 

(ウ)正当なプレーへの妨害行為 

(エ)その他レフリーが不正なプレーと判断したプレー 

2. 不正なプレーが行われた場合は，その地点から相手チームのフリーパスで再開する。 

 

第１０条 その他 

1. 本規則は，２０１５年５月１日から適用する。 

2. 本規則は，たんぼラグビー実行委員会において協議の上，改正することがある。 
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