
第16回全国小学生タグラグビー選手権大会 

東京ブロック予選大会実施要項 

 

 

大会名称   第16回全国小学生タグラグビー選手権大会 東京都予選大会  

主  催   東京都ラグビーフットボール協会  

後  援   調整中  

協  力   調布市ラグビーフットボール協会  

府中市ラグビーフットボール協会  

日野市ラグビーフットボール協会  

協   賛   アドニス・インタナショナル株式会社（飲料提供）  

 

東京都予選は各チームの都合に合わせて複数予選大会への参加が可能です。  

１つの予選大会だけ、２つもしくは全ての予選大会への参加も可能です、但し全国大会のルールに従い予選か

ら全国大会まで通じて同一メンバーの同一チームで参加することが必須です。  

参加登録費（2,000円/1チーム/保険料含）※全予選大会通じて  

 

予選日程  調布予選大会 2019(令和元)年11月10日(日) 8:30～16:00 調布市 市民西町サッカー場 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1234769461969/ 

（上位4チームが東京都ブロック代表決定大会へ） 

 

府中予選大会 2019(令和元)年11月24日(日) 8:30～16:00 郷土の森サッカー場  

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/sakka/shimin.html  

（上位4チームが東京都ブロック代表決定大会へ） ※タグフェスタ同時開催（詳細下部記載） 

 

辰巳予選大会 2019(令和元)年12月8日(日) 8:30～16:00辰巳の森ラグビー場 

http://www.tptc.co.jp/cms/tptc/park/pages/pamphlet/tatsumi-kaihin20171219.pdf  

（上位8チ－ムが東京都ブロック代表決定大会へ）  

※当日タグ体験会(無料)を開催します、小さいお子さんや保護者の方もぜひご参加下さい  

 

東京都ブロック代表決定大会 2019(令和2)年1月20日（日）  

日野市市民陸上競技場 http://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/kankyo/koene/1001015.html  

（組み合わせ枠）上記3予選大会の結果を反映する  

 

プールA 調布1位 府中4位 辰巳3位 辰巳6位  

プールB 調布2位 府中3位 辰巳4位 辰巳5位  

プールC 調布3位 府中2位 辰巳1位 辰巳8位  

プールD 調布4位 府中1位 辰巳2位 辰巳7位  

各プール上位１位が決勝リーグへ進出、決勝リーグ上位2チームが全国大会出場  

 

 

 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1234769461969/


【同時開催】タグラグビーフェスティバル 郷土の森サッカー場 

2019(令和元)年11月24日(日) 8:30～16:00  

体育学習で初めてタグラグビーに取り組んだ学校やサントリーカップ出場資格のない低学年の子供に

タグラグビーを楽しんでもらうために、府中予選大会と同時開催します。参加希望の団体は応募用紙

に必ずタグラグビーフェスティバル参加と明記して応募してください。  

※参加登録費 1,000円 / 1チーム 小学生（学年不問）7名～10名 

 

競技規則   決勝大会規則に準ずる。  

 

競技方法   プール戦とトーナメント戦の併用を基本とするが、参加チーム数により決定する。  

※エントリーが 32チームを超えた場合はトーナメント戦とする場合があります。  

※試合は原則として全て 7－1－7分で行う  

 

第 16回全国小学生タグラグビー選手権大会 東京都予選大会参加資格  

（１）小学生 4～6年生(日本の学期制による)7名～10名のチームで、学年の編成内容は問わない。  

（２）原則、単一小学校の参加とする。ただし、タグラグビー普及の地域差等により単一小学校でチームが組

めない場合は、東京都ラグビーフットボール協会の判断で出来るだけ多くの小学生が参加できるよう参

加資格の調整を可とする。  

（３）参加チームは成人 2名が必ず帯同コーチとして引率し、登録選手の保護者から参加の承諾を得ているこ

と。また大会要項その他主管団体の定める大会規則の遵守を誓約すること。  

（４）帯同コーチは当該チームを指導掌握し、責任を負う事の出来る者であること。  

但し、予選大会において帯同コーチが複数のチームを兼任する事は構わない。  

（５）帯同コーチは所属小学校長(複数であれば総て)の承認を受けていることが望まし い。但し、必ずしも小

学校長の承認がなくても、帯同コーチの責任において参加 することも可能とする。  

（６）定められた参加登録費を納入していること。 

  

罰 則   大会要項、大会諸規約、競技規則について、違反などスポーツマンシップに反する行為があった場合

は厳重な処罰を行う。  

安全対策 （１）試合中の傷害について、当日の応急の医療処置は主管団体が施すが、事後処 理はチーム及び保

護者が行うものとする。  

（２）大会期間中のカップ参加チームの保険は主催者でまとめて加入する。  

 

健康管理 （１）大会参加にあたっては、当該チームにて予め健康管理を行い、充分留意すること。  

（２）試合中以外での病気傷害についてはチーム内で処理すること。  

（３）参加選手は必ず保険証またはそのコピーを持参すること。  

 

肖 像 権  大会出場選手の肖像権ならびに全ての権限は主催者にあるものとする。  

※公式ウェブサイト、次年度の大会のポスター・プログラム等に使用される可能性がある  

費  用 （１）旅費交通費支給はありません。会場までの交通費は参加者負担とします。  

（２）参加登録費として初回参加予選の受付時に 2,000円/チームを納める（選手保険代金含む）。  

カップ予選参加チームの保険料は日本ラグビーフットボール協会に納入され、予選大会のみで

なく、以降の大会ですべて適応される。  



表  彰 （１）ブロック決定大会進出チームを表彰する。  

（２）各予選の上位チームは東京都ブロック代表決定大会に出場する。  

そ の 他 （１）予選大会の公式戦で使用するタグセット、タグボールは主催側が用意する。 

 

 

諸注意・補足  

① 東京都のチームは全ての予選大会に参加可能。調布予選に参加してその後に府中予選・辰巳予選へ参加する

ことも可能（勝ち抜けチームは参加不可）。その場合はエントリーシートに参加予定すべてに○を付けるこ

と。締め切り日後の追加エントリーは一切受け付けないのでご注意ください。  
 

② 参加予定でエントリーした予選大会のキャンセルは、その前予選大会日までに下記までメールでご連絡下 

さい、但し勝ち抜けチームは自動的にキャンセルとなりますので連絡不要です。  

キャンセル連絡先 sc.tag.tokyo@gmail.com  

 

③ 選手の二重登録は不可。  

１度エントリーしたら、全ての予選大会に同メンバーの同チームで参加すること  

 

④ チームの事情で当日名 6以下となった場合（当日のけがも含む）はフレンドリー扱いとなり、得点に関わら

ず、ポイント（勝ち点）はすべて 0-5で相手チームの勝ちとなります。  

 

⑤ 予選勝ち上がりチームは次回予選大会にレフリー or ＴＪ派遣のご協力をお願いします。  

 

⑥ エントリーシートは全て東京都大会専用申込書に打ち込んで専用アドレスにデータを添付したメールを送

信する、手書きの PDFは受け付けない（例年メールアドレス等の記載が不明瞭なため）。  

 

⑦ キャリアメールアドレスの登録は不可。gmailからのデータが受信できるアドレスで登録する。  

万一、記載されたメールアドレスに当方からの連絡が届かない場合、以降の対応はしかねる場合がございま

すのでご注意ください。  

⑧ 参加団体は専任レフリーまたはタッチジャッジを出してください（最低 1名、帯同コーチ不可）  

 

⑨ 参加登録費（2,000円/1チーム）は必ずチーム名を書いた封筒に入れて最初に参加する予選大会受付時にご

提出下さい。必ずお釣りのない金額を事前にご用意下さい。  

 

⑩ 全ての予選大会について小雨決行予定ですが参加については各チームの判断でお願いします。  

開催が困難な荒天時は延期ではなくその予選大会は原則中止となります。  

但し中止の場合は中止大会にエントリーしていたチームのみ、後日開催の予選大会への追加申込みが可能で

す。 また、今年度は、府中ラウンドが中止になった場合のみ、12月 15日（日）府中市郷土の森サッカー場

をおさえております。 

 

選手の安全を優先し、また使用できる会場が限られている以上、その中でルールを設けて運営していく方針

ですので、万一に備えて複数日でのエントリーをご検討頂きますようどうか宜しくお願い申し上げます。 



参加申込書について  

東京都予選専用の「参加申込書」を必ずご使用ください  

参加申込にあたりチーム責任者の氏名・連絡先、参加選手の氏名・学年・性別・生年月日(主催団体が保険に加入

する際必要な情報等)については必ず記入して下さい、不備ある場合は受理できません。  

なお予選大会当日お持ち頂く原本には必ず責任者の押印が必要です。  

 

記入方法  

【受付 No.】  

こちらで使用しますので、記入しないでください。  

以下、参加者記入欄(太枠の内側)に記入漏れのなきよう、提出前に再度チェックしてください。  

 

【大会名】  

調布・府中・辰巳・タグフェスティバル  

どの大会に参加するのか記入をお願いします（全国大会予選は三大会すべてに参加可能）。  

 

【チーム名】  

参加チームの名称を記入する欄です。 例:〇〇市〇〇小学校タグラグズ  

チーム名には必ず小学校名か、地域名を入れるようにご指導下さい。  

チーム名の最大文字数は 20 文字までとします、小学校名、地域名などは略省表記でも構いません。  

 

【帯同コーチ 1・2】  

帯同コーチ(2 名分)の記入欄、氏名、及び緊急時の連絡用に携帯電話番号を記入してください。  

帯同コーチは成人 2 名、うち 1 名は他チーム同士の試合のアシスタントレフリーができること。  

 

【出場選手 1～10】  

出場選手の名簿欄です。最低でも 7 名で登録してください、また最高の登録人数は 10 名です。  

氏名、小学校名、学年、性別、生年月日を記入して貰ってください。  

氏名は漢字で、読み仮名もカタカナで記入、小学校名も同様とします。  

当日傷病者が出て 6 名以下となりますと、参加資格を満たすことができず試合はフレンドリーマッチ扱い

となり勝ち上がることはできませんので、以上踏まえて人数をご登録下さい。  

参加申込書は東京都予選専用のものを電子データ（Word）でメールに添付して提出して下さい。  

生年月日は保険に加入する際必要な情報となります。  

 

【チーム責任者誓約欄】  

チーム責任者として参加と大会規則等遵守の誓約をする欄です。  

上記帯同コーチのうちどちらか 1 名がチーム責任者となって記入しなければなりません。  

チーム責任者の氏名と住所、電話番号などを明記してもらい、印鑑を押してください。参加申込  

書原本（責任者押印）は大会当日受付時に必ず持参し提出してください。  

その他、必要事項、補足等あれば、備考欄をご利用ください。  

 



【参加申込書提出先】 メールアドレス：sc.tag.tokyo@gmail.com 

申込締切日 10 月 20日（日）必着   
【決勝大会情報】  

大会名称  サントリーカップ 第 16回全国小学生タグラグビー選手権大会 

  

目  的  全国各地の小学生が、ラグビーからコンタクトを除いたタグラグビーをプレーすることにより、ラ

グビースピリットを通じ、仲間と助け合うことを体験し、自ら考えて道を切り開くことを身につけ、

スポーツの意義を実感することを目的とする。  

 

主  催  (公財)日本ラグビーフットボール協会  

主  管  関東ラグビーフットボール協会  

関西ラグビーフットボール協会   

九州ラグビーフットボール協会  

各都道府県ラグビーフットボール協会  

 

後  援  スポーツ庁、朝日新聞社、朝日学生新聞社  

 

決勝大会特別協賛   サントリーホールディングス株式会社  

 

協  賛  株式会社シミズオクト  株式会社 BLK JAPAN 

 

決勝大会協力  サントリーサンゴリアス  

競技規則   (公財)日本ラグビーフットボール協会、タグラグビー標準競技規則をもとにした  

大会規則とする。  

出場資格   小学生４～６年生（日本の学期制による）１チーム・7～10人とする。  

大会方式   各ブロックの代表が決勝大会に出場する  

 

・決勝大会  

期 間 2019(令和 2)年 2月 15-16日  

会 場 アミノバイタルフィールド 

・県予選・ブロック大会  

期 間 令和元年 9月～令和 2年 2月 予定  

会 場 各主管団体で決定 ※体育館などの屋内施設での開催も可能とする。  

・大会事務局 ※日本協会より委託して下記とする。  

 

〒105-0004  

東京都港区新橋 5-9-1 新橋 5丁目ビル１F CIC内  

TEL:03-5777-6625 FAX:03-5777-5351  

Email:tagrugby@cicinc.co.jp  

・公益財団法人日本ラグビーフットボール協会公式ウェブサイト内タグラグビーサイト  

https://www.rugby-japan.jp/tag.html 


