
第1回　たんぼラグビー＆運動会　in　白山のふもとまち小松　大会要項

開催日時 2018年4月29日　(日)　10時30分開会式　～　13時30分終了予定

会場 小松市大領町の田んぼ（小松市大領町つ35付近）

ヤンマー辻商会の角に緑色の「たんぼラグビー」のぼり旗が目印

*

参加チーム 【チャンピオンカップ】 小学校高学年の部 【わくわくカップ】 高校の部

のみこま田んぼラガーズ 西高校Ａ

鶴来ジュニアラグビースクールＡ 西高校Ｂ

鶴来ジュニアラグビースクールＢ 羽咋高校Ａ

福井ＳＲＢ 羽咋高校Ｂ

チーム子バカ 以上5チーム 小松・県工・金沢学院 以上5チーム

【わくわくカップ】 一般の部 幼児・小混成

鶴来ジュニアラグビースクールＣ あり

鶴来ジュニアラグビースクールＤ あり

米丸小学校 なし

津幡ラグビースクール なし

チーム親バカ なし

北陸タグフェスクラブ なし 以上6チーム

お願い事項 ・ 田んぼの周りの畔には足を踏み入れないでください。指定の出入り口からお願いします。

・ 豚汁を用意していますので試合の合間にぜひどうぞ。

・ 水分補給はしっかりと取ってください。また、持ち込んだゴミは必ず持ち帰りましょう。

・ 今回、田植え前の田んぼ、近所の水道をお借りしてこの大会が実現しました。

・

・ 各チームよりレフェリー1名（出来れば1名以上）の選出をお願いします。

＜タイムスケジュール＞

受付開始 9:45～

代表者会議 10:15～ チームの代表者は本部席にお集まりください。

開会式 10:30～ あいさつ、簡単ルール説明

サプライズ

たんぼラグビー 10:50～ 5分1本　Ａコート、Ｂコート分かれて実施

12:35 ・

・ そのほかは「たんぼラグビー競技規則」を参照ください。

タイムスケジュールは別紙参照ください。

運動会種目 12：45～ 各リーグごとに4人5脚走、リレー競技

13:20 ポイント制（1位：3点、2位：2点、3位：1点）とします。

たんぼラグビー勝ち点、運動会種目（4人５脚、リレー）のポイントの合計で順位決定

・ 運動会種目の最後にオープン競技として、各リーグごとに全員で10m走

1位とかっこよくトライを決めた人に個人賞

閉会式 13:30～ 表彰、総評、集合写真　

わくわくの小学生混成は、低学年の子供には大人の付添いサ
ポートを入れてチーム編成しても構いません（特別ルール）

駐車は会場の田んぼの農道を利用（20～30台程度）します。
近くの新井材木店（うさみ温泉前）が田んぼラグビー専用の駐車スペースになっていますのでご
利用ください。また、木場潟公園北園地の駐車場あります。【次頁参照】

勝ち点制・・各リーグで総当り戦を行い、勝ち点（勝ち：5点、引分け：3点、負け：1点）で
順位を決めます。

今回のたんぼラグビーは勝つことよりも楽しんだもの勝ちです。試合のあとは握手してお互いを
称え合いましょう。



＜当日の持ち物＞ ・汚れてもいい服、着替えの服、タオル

・サンダル

・汚れた服等を入れる袋

・ドリンク類（水分補給）

【たんぼラグビー＆運動会会場図】

＜問い合わせ先＞

たんぼラグビー＆運動会 in 白山のふもとまち小松実行委員会

代表　鈴木　利也（小松市ラグビーフットボール協会）

石川県小松市美原町43番地

℡ 090-1391-0249    mail: toshi-susan@dream.jp 

新井材木店 
田んぼラグビー＆運動会の専用

駐車場（会場まで歩いて2～3分） 
 



たんぼラグビー＆運動会　組合せ

参加チーム

＜高校の部＞

のみこま田んぼラガーズ 西高校Ａ 鶴来ジュニアラグビースクールＣ

鶴来ジュニアラグビースクールＡ 西高校Ｂ 鶴来ジュニアラグビースクールＤ

鶴来ジュニアラグビースクールＢ 羽咋高校Ａ 米丸小学校

福井ＳＲＢ 羽咋高校Ｂ 津幡ラグビースクール

チーム子バカ 小松・県工・学院 チーム親バカ

北陸タグフェスクラブ

以上5チーム 以上5チーム 以上6チーム

【チャンピオンカップ】 高学年の部 （勝ち点制）　勝ち：5点　引分け：3点　負け：1点
のみこま田んぼラ
ガーズ

鶴来ジュニアラグ
ビースクールＡ

鶴来ジュニアラグ
ビースクールＢ

福井ＳＲＢ チーム子バカ

のみこま田んぼラ
ガーズ
鶴来ジュニアラグ
ビースクールＡ
鶴来ジュニアラグ
ビースクールＢ
福井ＳＲＢ

チーム子バカ

【わくわくカップ】 （勝ち点制）　勝ち：5点　引分け：3点　負け：1点

一般Ａの部
米丸小学校 チーム親バカ 鶴来ジュニアラグ

ビースクールＤ
米丸小学校

チーム親バカ

鶴来ジュニアラグ
ビースクールＤ

一般Ｂの部
鶴来ジュニアラグ
ビースクールＣ

津幡ラグビース
クール

北陸タグフェスクラ
ブ

鶴来ジュニアラグ
ビースクールＣ
津幡ラグビース
クール
北陸タグフェスクラ
ブ

【わくわくカップ】 高校の部 （勝ち点制）　勝ち：5点　引分け：3点　負け：1点

西高校Ａ 西高校Ｂ 羽咋高校Ａ 羽咋高校Ｂ 小松・県工・学院合
同

西高校Ａ

西高校Ｂ

羽咋高校Ａ

羽咋高校Ｂ

小松・県工・学院合
同

チャンピオンカップ
＜小学校高学年の部＞ ＜一般の部＞

わくわくカップ



たんぼラグビー＆運動会　タイムスケジュール

10:30 開会式

Ａコート ﾚﾌﾘｰ

10:50 チャンピオン高学年 のみこま田んぼラガーズ vs 鶴来ジュニアラグビースクールＡ 北陸ﾀｸﾞ

10:58 わくわく一般Ａ 米丸小学校 vs チーム親バカ のみこま

11:06 わくわく一般Ｂ 鶴来ジュニアラグビースクールＣ vs 津幡ラグビースクール 米丸

11:14 チャンピオン高学年 鶴来ジュニアラグビースクールＡ vs チーム子バカ 津幡

11:22 わくわく一般Ａ 米丸小学校 vs 鶴来ジュニアラグビースクールＤ 福井SRB

11:30 わくわく一般Ｂ 鶴来ジュニアラグビースクールＣ vs 北陸タグフェスクラブ 米丸

11:38 チャンピオン高学年 福井ＳＲＢ vs チーム子バカ 鶴来

11:46 わくわく一般Ａ チーム親バカ vs 鶴来ジュニアラグビースクールＤ 福井SRB

11:54 わくわく一般Ｂ 津幡ラグビースクール vs 北陸タグフェスクラブ 鶴来

12:02 チャンピオン高学年 のみこま田んぼラガーズ vs チーム子バカ 津幡

12:10 わくわく一般 わくわく一般Ａ３位 vs わくわく一般Ｂ３位 のみこま

12:18 わくわく一般 わくわく一般Ａ２位 わくわく一般Ｂ２位 北陸ﾀｸﾞ

12:26 チャンピオン高学年 鶴来ジュニアラグビースクールＢ チーム子バカ 津幡

12:34 わくわく一般 わくわく一般Ａ1位 わくわく一般Ｂ1位 北陸ﾀｸﾞ

12:42 ＜交流戦＞

13:00 運動会種目 ポイント　1位：3点　2位：2点　3位：1点

4人5脚

リレー

10m走（オープン競技）

13:30 閉会式

Ｂコート ﾚﾌﾘｰ

10:50 わくわく高校 西高校Ａ vs 羽咋高校Ａ 北陸ﾀｸﾞ

10:58 わくわく高校 西高校Ｂ vs 羽咋高校Ｂ 合同

11:06 チャンピオン高学年 鶴来ジュニアラグビースクールＢ vs 福井ＳＲＢ 合同

11:14 わくわく高校 羽咋高校Ａ vs 小松・県工・学院合同 西

11:22 わくわく高校 西高校Ａ vs 羽咋高校Ｂ 合同

11:30 チャンピオン高学年 のみこま田んぼラガーズ vs 鶴来ジュニアラグビースクールＢ 羽咋

11:38 わくわく高校 西高校Ｂ vs 小松・県工・学院合同 羽咋

11:46 わくわく高校 羽咋高校Ａ vs 羽咋高校Ｂ 西

11:54 チャンピオン高学年 鶴来ジュニアラグビースクールＡ vs 鶴来ジュニアラグビースクールＢ 西

12:02 わくわく高校 西高校Ａ vs 小松・県工・学院合同 羽咋

12:10 わくわく高校 西高校Ｂ vs 羽咋高校Ａ 合同

12:18 チャンピオン高学年 鶴来ジュニアラグビースクールＡ vs 福井ＳＲＢ 合同

12:26 わくわく高校 羽咋高校Ｂ vs 小松・県工・学院合同 西

12:34 わくわく高校 西高校Ａ vs 西高校Ｂ 羽咋

12:42 チャンピオン高学年 のみこま田んぼラガーズ vs 福井ＳＲＢ 羽咋


