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ぎ じゅつ

タグラグビーは、むずかしい技術は何もいらない！
だ円形のボールを持って走り、味方にボールをパス！
だいじょう ぶ
キックもないし、スポーツが苦手な人だって大丈夫！
こし

腰に付けた 2 本のひらひらしたタグを、
お互いに取ったり取られたりしながら、
じ ゆう じ ざい
か
ボールを持ってコートを自由自在に駆け回り、
相手ゴールを目指そう！
運動ぐつは
金具の付いていない
ゴム底のものを
はいてね

ふくそう

動きやすい服装で

こし

腰にタグを
付けるよ！
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タグラグビーでは、得点のことを「トライ」といいます。
相手チームのインゴールの中に走りこんで、そのボールを両
手で置けば「トライ（得点）」で 1 点！
た だし、タグ を2 本 とも 付
け、両足がインゴールに入っ
た 人で な い と「トラ イ（ 得

パスをしながら走る（攻める時）

点）」にはならないよ。

かか

ボールを抱えたまま走ったり味方にパスをつないだりしなが
ら、相手チームのインゴールを目指して攻めます。
パスは、自分より前にしちゃ
ダメ。でも 真 横 へ のパ スは
OK。だから、自分より後ろに
いる味方にパスしよう。

タグを取られた人は、前進す
るのをやめて味方にボールを
パスしなきゃいけないよ。

センターライン中央（×の位
置）から、自分より後ろの味
方にパスしてゲーム開始。
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を取ります。
タグを取ったら、大きな声で「タグ！」
と叫んで頭上にタグを上げよう。
このプレーのことを「タグ」とよびま
す。

5

インゴール

攻めてくる相手を止めるには、ボール
こし
を持っている人の腰に付いているタグ

5

ｍ

相手のタグを取る（守る時）

50m 以内

ｍ以内

2

相手ゴールにトライ（得点）する

1チームの人数は5人。
試合時間は
前半7分後半7分、
ハーフタイムは1分だよ。
前半と後半で
コートチェンジをしよう。

ゲームが
止まった場合の
さいかい
再開方法

さいかい

うば

攻めてくる相手を止めるにも、ボールを奪い返す
こし
にも、相手の腰のタグを取らなくていけません。
ちょくせつうば

ボールを直接奪い取っちゃいけないし、走ってく
ふ
る相手の体に触れて止めることもできません。

ボールを持っているプレー
ヤーは、タグを取られない
お
ようにタグを手で押さえる
ことはできないよ。

タグを返すときも返してもらうときも「はい」
「あ
りがとう」を忘れずに。
こうげきけん

［攻撃権の交代］
こうげきけん
タグ 4 回で、攻撃権が交代します。

タグを取ったら、相手に手
わた
渡しで返すまでプレーには
参加できないよ。

こうげき

その時、相手チームは
その地点から必ず 5m
下がること。
また、最初にパスをも
らう味方プレーヤーは
2m 以内にいなくては
なりません。

フリーパスは必ず、自分より
後ろにいる味方にパスしなけ
ればいけないよ。

いきお

後ろから勢 いよく走ってき

最後にタグを取られた地点で、
相手ボールのフリーパス

てフリーパスをもらうのはダ
メ。相手プレーヤーとぶつか
あぶ
りやすく危ないからね。

［タグを取ったら］
相手の前進を止めるには、ボールを持っている相
こし
手の腰のタグを取ります。

5m 下がる

さいかい

［試合開始・再開の時は］
センターライン中央からのフリーパス

さけ

大きな声で「タグ！」と叫んで、頭上にタグを上
げてアピールしよう。

はんそく

［反則の時は］
その地点からのフリーパス
はんそく
ただし、反則がインゴールの中やゴールラインまで 5 ｍ以内で起きた場合は、
ゴールラインから 5 ｍの位置から相手チームのフリーパスになります。

［タグを取られたら］
すぐに前進をやめて後ろの味方にパスしよう。
その地点から相手ボールのフリーパス
［トライする時］
タグを 2 本付けたプレーヤーしか、トライはで
きません。
両足がインゴールに入っていないプレーヤーはト
ライはできません。

はんそく

試合開始・再開の時、反則の時、タッチラインから出た時、タグ 4 回で攻撃
けん
権が交代した時、フリーパスになります。

［タッチラインから出た時は］
取 ら れ た タ グ を 返 して も
こし
らって腰につけるまでは、プ
レーには参加できないよ。

その地点のラインの外から相手チームのフリーパス
こうげきけん

［タグ 4 回で攻撃権が交代した時は］
最後にタグを取られた地点から相手チームのフリーパス

はんそく

サイドラインのことを「タッチライン」といい、ライン上はグラウンドの外
と考えます。
ふ
こ
だから、タッチラインを踏んだり超えたりした時、また、ボールがタッチラ

パスを取りそこねてボールを前に落とすと、
「ノックオン」という反則です。
その地点で、相手ボールのフリーパス

ふ

インに触れた時やタッチラインの外に出た時は、プレーが止まります。
その地点のラインの外から、相手ボールのフリーパス

オフサイドは、ボールを持ったプレーヤーのタグを相手チームが取った場合
に起きます。守るチームは、この位置でプレーすることができません。
ぶ
タグ後のパスをカットすることも、パスを待ち伏せてタグを取ることもでき
ません。守るチームは、タグを取った位置から一度下がってからプレーしな
はんそく
くてはいけません。それをしないと、「オフサイド」という反則になります。
その地点から、相手ボールのフリーパス

5m 下がる

はんそく

×印のプレーヤーの位置はオフサイドで反則です。

自分より前にボールを投げることはできないから、ボールを前
はんそく
にパスすると「スローフォワード」という反則になります。
その地点で、相手ボールのフリーパス

はんそく

×印のプレーヤーの位置はオフサイドで反則です。
すぐに ━ ━ ━ ━ 線まで下がりましょう。

はん

そく

せっしょく

きん

はん そく

き けん

はんそく

じょう たい

体がぶつかるプレーは危険なので反則です。

し

こう げき

地面に転がっている状態のボールは、どちらのチームも拾って攻撃すること
ができます。でも、転がってしまったボールは必ず立ったまま拾うこと。
ダイビングして取っちゃダメだよ。

その地点で、相手ボールのフリーパス

しゅうりょう

▲タグを取りに来た
相手の手を払う

▲相手とぶつかる

ぶつかりそうになって
も走るのを止めない

▲相手を手でつき飛
ばす
きん

▲相手をつかむ
し

ゲームの終了のことを「ノーサイド」といいます。
いっしょ
これは、「ゲームが終われば相手も味方もなく、みんな一緒にプレーを楽しん
だ友だちだよ」という意味。
たい ど
あいさつ
だから、勝っても負けても相手チームに気持ちのいい態度で挨拶をしよう。
あいさつ

レフリーにも「ありがとう」の気持ちをこめて、きちんと挨拶しようね！
いっしょ
レフリーも、一緒にゲームを楽しんだ大切な仲間だからね。

あつか

タグラグビーでは、ボールは必ず手で扱います。

きん

あぶ

相手とぶつかりやすくなるので危ないからだよ。
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し

おに

適当なエリアを決めて、その中でチ
たい こう

ーム対抗でタグを取り合います。2
本ともタグを取られた人はエリアの
外に出ます。最後まで残ったチーム
の勝ちです。

一番近くにいる味方を飛ばして、そ
れより遠い所にいる味方にパスをし
ます。意表をつくパスに、相手チー
ムもびっくりです。

マーカー 4 つで四角を作り、各マー
カーに 1 人ずつ立ち、四角いエリア
の真中にボールを 7 つ置きます。笛
の合図でスタートして、ボールを 3
つ自分のマーカーに集めれば勝ち。
たい こう
4 チーム対抗戦なら、チームメイト

パスをするタイミングで、味方同士
のポジションを入れかわってみま
す。相手チームがつられて、走るス
ペースができるかもしれません。

おうえん

じんけい

パスをすると見せかけて、パスをし
ないでそのまま走ります。または、
ぎゃく
パスをすると見せかけて、その逆方
向にパスをします。上手に相手をひ
きつけて、走るスペースを作りまし
ょう。

も

の応援でさらに盛り上がります。

3 人一組で三角の陣形を作り、先頭
の人がボールを持ちます。先頭の人
は好きなように走りますが、3 人は
つね
常にボールを持った人を先頭にした
い じ

三角形を維持します。笛の合図で先
頭の人は左右どちらかの人にパスし
ます。今度は、ボールをもらった人
が先頭になります。

笛を吹いてみましょう
〈レフリーの方へのアドバイス〉

大会についての問合せ先
サントリーカップキッズタグラグビー事務局
〒105-0004 東京都港区新橋5-9-1 新橋５丁目ビル１F

【試合前】

子供たちの健康状態を確認し、安全な服装で爪が伸びていないことを
確認してください。タグラグビーをするグラウンド等に大きな石やガ
ラスが落ちてないことを確認しましょう。

【試合開始】

試合開始時には両チーム揃ってきちんと挨拶をします。
試合開始は、センターライン中央からのフリーパスです。
守るチームがしっかり 5 ｍ下がったことを確認してから、試合開始の
笛を吹いてください。

【タグ】

タグを取られる度に、
「タグ 1（いち）
」
「タグ 2（に）
」と大きくコー
ルしてください。タグが 4 回取られたら短く笛を吹き、
「タグ 4
（よん）
!
ボールチェンジ」とコールします。4 回目にタグを取られた地点から、
相手反対のチームボールのフリーパスで再開です。タグを取られたプ
レーヤーが3歩以内にボールを離さない時には、
短く笛を吹き相手ボー

タグラグビーについての問合せ先
タグラグビー用具の貸し出しや講師の派遣を行なっております。
（財）日本ラグビーフットボール協会
〒107-0061
東京都港区北青山2-8-35
Tel:03-3401-3321
Fax:03-3401-6610
URL:http://www.rugby-japan.jp/

ルのフリーパスにします。

関東ラグビーフットボール協会

【トライ】

ゴールラインを越えた時点で、2 本ともタグをつけ、両足がインゴー
ルに入った選手がインゴールの地面にボールを置いた時にトライを認
めます。片手を挙げて笛を吹き、
「トライ！」とコールします。試合の
再開は、トライを取られたチームのフリーパスです。

〒107-0061
東京都港区北青山2-8-35
Tel:03-3423-4421
Fax:03-3423-4619
URL:http://www.rugby.or.jp/

【タッチ】

ボールを持ったプレーヤーがタッチラインを踏んだり、ラインを出た
場合、またボールが出てしまった場合は、最後にボールに触れたチー
ムの相手チームがその地点のラインの外からフリーパスを行ないます。
この時も、相手チームを 5 ｍ下げることを忘れないでください。

【反則】
・スローフォワード
・ノックオン
・オフサイド
・接触プレー

反則によって相手チームのフリーパスで再開になりますが、反則に対
して罰を与えるという姿勢でなく、
「惜しかったね」
「こうすれば反則
じゃないよ」と、子供たちがルールを理解できるようやさしく指導し
ながら笛を吹いてあげましょう。フリーパスの場合には、
常に相手チー
ムを 5 ｍ下げてください。

【試合終了】

試合が終わったら、レフリーとプレーヤー全員で整列して挨拶をしま
しょう。

笛を吹いているレフリーも、一緒にタグラグビーをする仲間です。
レフリーの方も子供たちと一緒に、タグラグビーを楽しみましょう！

CIC内

TEL:03-5777-6625 FAX:03-5777-5351
mail:tagrugby@cicinc.co.jp

関西ラグビーフットボール協会
〒530-0022
大阪府大阪市北区浪花町1-23 第10新興ビル8F
Tel:06-6376-0255
Fax:06-6376-2577
URL:http://www.rugby-kansai.or.jp/
九州ラグビーフットボール協会
〒810-0062
福岡県福岡市中央区荒戸3-1-6
Tel:092-715-8172
Fax:092-715-8172
URL:http://www1.i-kyushu.or.jp/krfu/

㈶ 日本ラグビーフットボール協会 公式ウェブサイト
http://www.rugby-japan.jp/tag.html

