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■ 本リリースについてのお問い合わせ先 ■ 

一般社団法人ジャパンタッチ協会 広報事務局（株式会社購買戦略研究所内：内川） 

 email：jta@psic.jp TEL：03-6212-5288  FAX：03-6212-5287 

 

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：東京都千代田区）から、4月 29日から 5

月 3日に渡って開催された、タッチワールドカップ 2015オーストラリア大会の大会レポートをお知らせしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去最大規模でのオーストラリア開催となった今大会は、国と地域合わせて 25 カ国、90チームが参加。日

本チームは、7つのカテゴリー（オープンメンズ、オープンウーメンズ、オープンミクスド、メンズ 30、メンズ 35、

メンズ 40、メンズ 50）に総勢 122名が参加しました。 

 

■ タッチワールドカップ 2015 オーストラリア大会概要 

大会名 タッチワールドカップ 2015 オーストラリア大会 

日程 2015年 4月 29日（水）～5月 3日（日） 

場所 オーストラリア コフスハーバー 

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

参加国 25 カ国 90 チーム 

URL http://www.touchworldcup.com 

 

■ 日本人選手団紹介 

参加ディビジョン Men’s Open, Women’s Open ,Mixed Open, Men’s 30,Men’s 35, Men’s 40,Men’s50 

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 2名 

 Women’s Open     選手 16名    スタッフ 1名 

 Mixed Open      選手 16名   スタッフ 2名 

 Men’s Over30     選手 12名    スタッフ 2名  

 Men’s Over35     選手 13名    スタッフ 1名          

 Men’s Over40     選手 16名    スタッフ 2名 

 Men’s Over50     選手 13名                          

トレーナー 高島美里、三木由香里、鈴木綾子、矢上慎吾、植原健、橘田幸次、又吉一成 

マネージャー 内川純（JTA事務局）                               計 122名 

 

2015年 5月 10日 

タッチワールドカップ 2015 オーストラリア大会 大会レポート 

～日本代表選手団 7カテゴリー122名が参加～ 
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■ メンズオープン 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ウィメンズオープン 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ミクスドオープン 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 シンガポール 11-2 勝ち
2015.4.29 クックアイランド 5-4 勝ち
2015.4.29 フィジー 6-8 負け
2015.4.30 フィジー 8-5 勝ち
2015.4.30 ニュージーランド 1-9 負け
2015.5.1 パプアニューギニア 2-3 負け
2015.5.2 フランス 6-1 勝ち
2015.5.2 南アフリカ 3-7 負け
2015.5.2 オーストラリア 0-12 負け
2015.5.2 サモア 6-1 勝ち

5位決定戦 2015.5.3 フィジー 5-3 勝ち 総合結果　5位

予選ラウンド

ディヴィジョン1

2勝1敗
ディヴィジョン１

進出

3勝4敗

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 USA 10-3 勝ち
2015.4.29 オーストラリア 1-24 負け
2015.4.29 スコットランド 11-1 勝ち
2015.4.30 パプアニューギニア 8-5 勝ち
2015.4.30 オーストラリア 1-13 負け
2015.5.1 ニュージーランド 0-6 負け
2015.5.2 南アフリカ 3-4 負け
2015.5.2 シンガポール 1-2 負け
2015.5.2 イングランド 5-4 勝ち

5位決定戦 2015.5.3 イングランド 5-4 勝ち 総合結果　5位

予選ラウンド
2勝1敗

ディヴィジョン１
進出

ディヴィジョン1 2勝4敗

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 オーストラリア 3-11 負け
2015.4.29 ミドルイースト 9-1 勝ち
2015.4.29 イタリア 13-1 勝ち
2015.4.30 ニュージーランド 5-11 負け
2015.4.30 フランス 5-3 勝ち
2015.5.2 スコットランド 0-6 負け
2015.5.2 イングランド 3-4 負け
2015.5.2 オーストラリア 2-9 負け
2015.5.2 サモア 2-6 負け
2015.5.2 パプアニューギニア 2-5 負け

7位決定戦 2015.5.3 フランス 5-6 負け 総合結果　8位

予選ラウンド
2勝1敗

ディヴィジョン１
進出

ディヴィジョン1 1勝6敗
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■ メンズ 30 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ メンズ 35 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ メンズ 40 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ メンズ 50 試合スケジュール/結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 イングランド 6-5 勝ち
2015.4.29 クックアイランド 3-8 負け
2015.4.29 オーストラリア 0-14 負け
2015.4.30 フィジー 4-5 勝ち
2015.4.30 オーストラリア 1-13 負け
2015.4.30 パプアニューギニア 8-6 勝ち
2015.5.2 アメリカ 4-3 勝ち

準々決勝 2015.5.2 アメリカ 3-6 負け 総合結果　5位

予選ラウンド
4勝3敗

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 ニュージーランド 1-17 負け
2015.4.29 フィジー 5-4 勝ち
2015.4.30 フランス 0-7 負け
2015.4.30 パプアニューギニア 6-7 負け
2015.4.30 オーストラリア 0-6 負け

準々決勝 2015.4.30 パプアニューギニア 4-5 負け
5位決定戦 2015.5.2 フィジー 3-2 勝ち

予選ラウンド 1勝4敗

総合結果5位

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 イングランド 5-5 分け
2015.4.30 オーストラリア 3-10 負け
2015.4.30 ニュージーランド 1-9 負け
2015.5.2 フィジー 5-1 勝ち
2015.5.2 シンガポール 4-0 勝ち
2015.5.2 ウェールズ 1-3 負け
2015.5.2 ニウエ 2-4 負け
2015.5.2 アメリカ 3-4 負け

予選ラウンド

2勝5敗1分

総合結果：7位

ラウンド 日時 対戦相手 スコア 結果 備考
2015.4.29 オーストラリア 0-17 負け
2015.4.29 アイルランド 0-10 負け
2015.4.30 ニウエ 3-3 分け
2015.4.30 イタリア 2-8 負け
2015.5.2 ニウエ 5-1 勝ち

準決勝 2015.5.2 オーストラリア 0-21 負け
3位決定戦　 2015.5.3 アイルランド 3-12 負け

1勝5敗1分

総合結果：4位

予選ラウンド
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■ 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。 

 

 

 

・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 ：  〒100-6331 東京都千代田区丸の内 2-4-1－31F購買戦略研究所内 

・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 2015オーストラリア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://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
http://www.japantouch.jp/

