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一般社団法人ジャパンタッチ協会（代表理事：口元周策、所在地：東京都新宿区）から、6月 22日から 6月

26日に渡って開催された、タッチワールドカップ 2011スコットランド大会の大会レポートをお知らせします。 

 

過去最大規模で史上初のヨーロッパ開催となった今大会は、国と地域合わせて26カ国、85チームが参加。

日本チームは、4つのカテゴリー（オープンメンズ、オープンウーメンズ、メンズオーバー30、メンズオーバー

35）に総勢 63名が参加しました。中でも、16チームで争われたメンズオープンでは、リーグ戦で上位 4位チ

ームに入り、決勝ラウンド進出に成功。最終日に行われた 3位決定戦で南アフリカと戦いましたが、5-8 と

惜敗し、惜しくもメダルまであと一歩の結果となりました。また、その他男子チームも、メンズオーバー30、メ

ンズオーバー35でそれぞれ 6位と健闘しました。 

さらに、過去ワールドカップで未勝利だった女子は、今大会で大躍進を遂げました。予選でオーストリアに

対して 8-0で歴史的初勝利を挙げ、予選を敗退した 6チームで争われた BOWL POOL ラウンド予選を 4勝

1敗の成績で決勝に進出。決勝では見事優勝（総合 8位）を果たしました。 

4年後のオーストラリア大会に向けて、各カテゴリーとも大きな飛躍が期待できる結果となりました。 

 

■ タッチワールドカップ 2011 スコットランド大会概要 

大会名 タッチワールドカップ 2011 スコットランド大会 

日程 2011年 6月 22日（水）～26日（日） 

場所 スコットランド・エジンバラ PEFFERMILL PLAYING FIELD 

主催 国際タッチ連盟 Federation of International Touch (FIT) 

参加国 26 カ国 85チーム 

URL http://www.touchworldcup2011.co.uk/ 

 

■ 日本人選手団紹介 

参加ディビジョン Men’s Open,  Men’s Over 30,  Men’s Over 35,  Women’s Open 

団長 口元周策 （JTA理事長） 

選手・スタッフ Men’s Open      選手 16名    スタッフ 1名 

2011年 7月 19日 

タッチワールドカップ 2011 スコットランド大会 大会レポート 

～日本男子メダルまであと一歩の 4位、女子は歴史的初勝利を含む 8位～ 

Men’s Over30：6位、 Men’s Over35：6位 
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 Women’s Open    選手 16名     スタッフ 1名 

 Men’s Over30     選手 15名      

 Men’s Over35     選手 16名     スタッフ 1名         計 66名 

トレーナー 石田正博、高島美里、現地トレーナー 

マネージャー 篠田大輔 

添乗員兼通訳 1名（JTBスタッフ） 

 

■ メンズオープン 試合スケジュール/結果 

 

■ ウーメンズオープン 試合スケジュール/結果 
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■ メンズオーバー30 試合スケジュール/結果 

 

■ メンズオーバー35 試合スケジュール/結果 

 

■ 世界ランキング（2010年 9月 30日現在） 

オーストラリア 
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■ 各カテゴリーの日本代表チーム監督のコメント  

・メンズ    ウィサン・パーカ   

日本代表メンズオープンチームのコーチとして努めることができてとても光栄です。肉体的にも

精神的にもハードな練習をしたおかげで、非常に良い結果を残すことができました。素晴らしい

プレーをして、日本の良さを発揮することができ、国際レベルでの存在を認められました。今回

のワールドカップは日本タッチの今後の成長に向けて貴重な体験になったと確信しています。今

回参加したメンバーのみなさんは国際レベルのタッチを見て、聞いて、そして感じました。次の

ワールドカップに向けて大きな一歩を踏むことができました。 

・ウーメンズ  古屋暁        

ワールドカップを通してチームが向上している姿に感動させてもらいました。また、初勝利を目

標にしていたが、ボウル優勝という結果に大変満足しています。 

・オーバー30  杉浦保志       

目標のメダルには届きませんでしたが、試合を重ねる度にチームの成長を感じる事ができました。

今回の経験を次回につなげていきたいと思います。 

・オーバー35  小笠原亨       

メダル目標に 2008 年から活動、豊富なタッチ経験と新戦力に恵まれ世界の舞台に挑みました。

メダル獲得にならず後悔はしていますが、充分大会を楽しむことが出来ました。年齢を問わず世

界レベルで楽しめるタッチの素晴しさに改めて感動しました。 

 

■ 各カテゴリー、日本代表チーム MVP 獲得者のコメント 

・メンズ    奈良秀明       

今回ジャパンオープンメンズチームの中でＭＶＰに選ばれたことを光栄に思っております。 

僕自身もですが、若いプレイヤーにとっても良い経験になりました。今大会はジャパンタッチ界

にとって次につながる非常に良い大会でした。僕個人もまた次を目指し、次こそはメダルを日本

持って帰ってきたいです。 

・ウーメンズ  中谷修子       

お陰さまで MVP という素晴らしい賞を頂くことができました！ありがとうございまし

た。これからももっと上手くなれるよう、頑張りたいです！ 

・オーバー30  ウィサン・パーカ   

M30 日本代表ワールドカップチームの MVP に選ばれたことをとても謙虚に受け止めています。タ

ッチはチームスポーツなので、M30 のチームメイト全員に感謝したいと思います。彼らの素晴ら

しいプレー無しではここまでできなかったでしょう。 

今回のワールドカップで日本代表としてプレーできて本当に幸せでした。今後も日本代表の活躍

を期待しています。 

・オーバー35  辻孝夫        

チームとしてあと一つ勝つ事が出来ず悔しい想いもありますが、守備やボール運びでチームに貢

献するプレーが海外のコーチに評価された事は大変光栄に思います。サポートしていただいたト

レーナーや地元の皆さんに感謝です。 
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■ 今回ワールドカップの当初の目標  

・メンズ    メダル獲得 （前回 4位） 

・ウーメンズ  まずは初勝利（前回 最下位） 

・オーバー30  メダル獲得 （前回 6位） 

・オーバー35  メダル獲得 （前回 出場なし） 

 

■ 次回ワールドカップ情報 

2015 年 オーストラリアにて開催（日本代表の目標 全カテゴリーでのメダル獲得） 

 

■ 日本代表の選定方法  

各大会や講習会で活躍した選手で構成される代表候補を選抜。またその代表候補練習会の中で、

日本代表を選抜します。 

タッチラグビーでは、スピード・クイックネス・ハンドリングに優れた選手を男女問わず必要と

しています。次回のタッチワールドカップに向けて、ラガーマン・ラガーウーマン、そして、他

競技からも積極的に選抜したいと考えています。 

 

■ タッチラグビー 今後の活動予定 

2011 年 

7月 24日（日） 東京都スキルアップ＆レフリー講習会 会場：東京 大森 

7月 31日（日） チャリティータッチ祭 会場：駒沢 

8月 5日（金） 中高生大会 会場：千葉県市川市国府台 

8月 7日（日） タッチ＆BBQフェスティバル in 福井 

8月 24日（水）～26日（金） 第６回学生選手権 会場：長野 

8月 27日（土）  EPA Level２ 会場：東京都江戸川 

9月 3日（土）   ジュニアフェスティバル東北 会場：未定（宮城） 

         EPA Level２ 普及委員会総会 

9月 4日（日）  【ジャパンカップ東北】 会場：未定（宮城） 

9月 10日（土）  EPA  Level２ 普及委員会総会 会場：未定（徳島） 

9月 11日（日） 【ジャパンカップ中国四国】 会場：未定 

9月 17日（日） 【ジャパンカップ関東】 会場：東京都新柴又 

         普及委員会総会 

9月 24日（土） レクリエーション大会滋賀 会場：滋賀県布引 

         EPA  Level２ 普及委員会総会 

9月 25日（日） レクリエーション大会滋賀 会場：滋賀県布引 

        【ジャパンカップ関西】 

10月 8日（土） ジュニアフェスティバル関東 会場：東京都駒沢 

         ジュニアフェスティバル東海北陸 会場：未定（福井） 

10月 9日（日） 【ジャパンカップ東海北陸】 会場：未定（福井） 

http://www.japantouch.jp/archives/1017
http://www.japantouch.jp/archives/917
http://www.japantouch.jp/archives/817
http://www.japantouch.jp/archives/1065
http://www.japantouch.jp/archives/833
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10月 16日（日） ジュニアフェスティバル関西 会場：堺 NTC 

10月 22日（土） EPA  Level３（１日目） 会場：東京新柴又 

10月 23日（日） EPA  Level３（２日目） 会場：東京新柴又 

11月 3日（木 祝日） 全日本タッチ選手権 会場：東京都駒沢 

 

2012 年 

1月 28日（土） 学生フェスティバル関西 会場：未定（大阪） 

         普及委員会総会 

1月 29日（日） 社会人フェスティバル関西 会場：未定（大阪） 

2月 4日（土）  学生フェスティバル東海 会場：未定（名古屋） 

         普及委員会総会 

2月 5日（日）  社会人フェスティバル東海 会場：未定（名古屋） 

2月 11日（土） 学生フェスティバル東北 会場：未定（宮城） 

         普及委員会総会 

2月 12日（日） 社会人フェスティバル東北 会場：未定（宮城） 

2月 18日（土） 学生フェスティバル関東 会場：未定（東京） 

         普及委員会総会 

2月 19日（日） 社会人フェスティバル関東 会場：未定（東京） 

2月 25日（土） 全日本学生選手権大会 会場：未定（東京） 

2月 26日（日） 全日本学生選手権大会 会場：未定（東京） 

3月 11日（日） 全日本タッチフェスティバル 会場：未定（東京） 

 

※EPA：エリートプレーヤーズアカデミー 

 

■ タッチラグビー(Touch Rugby)について 

タッチラグビー  は、ラグビーで用いられるタックルを、より安全な「タッチ」に置き換えた、より親しみや

すい簡易型フットボール。1960年代、オーストラリアでラグビーリーグ選手のウォームアップ用として始

められたとされ、簡単な競技方法から、次第に競技人口が拡大して行った。現在、オーストラリア、ニュ

ージーランドを始め、アメリカ、カナダ、欧州各国等で広く競技されている。Mixed,Mens,Womens,Over30

等に分けられ試合が行なわれる。また、サッカー等と同様に 4年に 1度 World Cupが開催される。2003

年のWorld Cupは日本（埼玉県熊谷市）で行なわれ、Mixed openで第 3位に輝いた。また全国各地で、

「JAPANカップ」、「関西大会」、「関東大会」、「学生選手権」などの公式試合が多数開催されている。 

 

■ 一般社団法人ジャパンタッチ協会について  

ジャパンタッチ協会は、日本におけるタッチ競技界を代表し、協議の健全な発達及びその普及を図ると

ともに、国民の健康保持と体力の向上に努め、もって人類の福祉と平和に寄与することを目的とし、そ

の目的に資する事業を行っています。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB_(%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C
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・名称：  一般社団法人ジャパンタッチ協会 

・ＵＲＬ：  http://www.japantouch.jp/ 

・設立：  1989年 7月 （日本タッチ協会として設立） 

・代表理事：  口元 周策 

・所在地 ：  〒162-0812 東京都新宿区五軒町 7－12－101  

・事業内容：  タッチ競技の競技力向上に関すること。タッチ競技に関する普及および指導。 

タッチ競技に関する国際競技会および競技会開催。タッチ競技に関する国際競

技会への代表選手、役員および審査員の選定ならびに派遣。タッチ競技に関

する審判員、指導員の養成および資格認定。タッチ競技に関する協議および

競技者規定の制定。タッチ競技に関する調査および研究。タッチ競技界を代表

して、国際タッチ連盟に加盟すること。その他当法人の目的を達成するために

必要な事業。 

 

 

 

■ 報道関係者様への情報のご提供につきまして ■ 

 

当協会では、以下のご取材へのご対応、ならびに、情報のご提供をさせていただきます。 

 

・当協会、代表選手へのご取材 

・タッチワールドカップ 2011スコットランド大会についてのご取材、ならびに、記録写真・映像のご提供 

 

その他、ご要望などがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 

 

http://www.japantouch.jp/

