※2019 年 11 月 19 日時点の内容のため、エントリー時には最新の内容をご確認ください。

１ 主催

公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会
「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会

２ 共催

公益財団法人日本陸上競技連盟
公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合
一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

３ 協力

特定非営利活動法人 日本知的障がい者陸上競技連盟

４ 主管

一般財団法人京都陸上競技協会、京都マスターズ陸上競技連盟

５ 期日

2021 年 5 月 20 日（木）から 27 日（木）まで（競技日数 7 日間）
開催日
開催時間
開催内容
5 月 20 日
9：30～16：30 公式練習・陸上競技場、補助競技場とも開放
（木）
男子・女子 400m タイムレース予選、決勝
男子・女子 1500m タイムレース決勝
女子走高跳決勝
5 月 21 日
男子走高跳（70+以上）決勝
10：00～16：30
（金）
男子ハンマー投（65+まで）決勝
女子砲丸投決勝
男子砲丸投（70+以上）決勝
男子・女子こん棒投決勝
男子・女子 100m タイムレース予選、決勝
5 月 22 日
男子棒高跳（60+まで）決勝
10：00～16：30
（土）
女子ハンマー投決勝
男子ハンマー投（70+以上）決勝
男子・女子 800m タイムレース決勝
女子棒高跳決勝
5 月 23 日
10：00～16：30 男子棒高跳（65+以上）決勝
（日）
男子走幅跳（65+まで）決勝
男子円盤投（65+まで）決勝
男子・女子 200m タイムレース予選、決勝
男子・女子 2000mSC 決勝
男子 3000mSC 決勝
5 月 24 日
10：00～16：30 男子走高跳（65+まで）決勝
（月）
女子走幅跳決勝
男子走幅跳（70+以上）決勝
男子砲丸投（65+まで）決勝

男子・女子 5000m 決勝
男子・女子 80mH タイムレース予選、決勝
男子・女子 100mH タイムレース予選、決勝
5 月 25 日
10：00～16：30 男子 110mH タイムレース予選、決勝
（火）
女子三段跳決勝
男子三段跳（70+以上）決勝
男子やり投（65+まで）決勝
男子・女子 400mH タイムレース予選、決勝
男子・女子 200mH タイムレース予選、決勝
5 月 26 日
男子・女子 300mH タイムレース予選、決勝
10：00～16：30
男子・女子 4×100mR タイムレース予選、決勝
（水）
女子円盤投決勝
男子円盤投（70+以上）決勝
男子・女子 10000m 決勝
男子・女子 4×400mR タイムレース予選、決勝
5 月 27 日
10：00～16:30 男子三段跳（65+まで）決勝
（木）
女子やり投決勝
男子やり投（70+以上）決勝
※ 原則として、障がい者部門も同日に開催する。
※ 参加申込状況により、競技日程を変更することがある。
※ 出場種目は１人個人種目２種目以内、リレー種目２種目以内とする。
６ 会場
(1) たけびしスタジアム京都（京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場）
円盤投、ハンマー投以外
（〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町 29 番地）
(2) 京都市西京極総合運動公園補助競技場
円盤投、ハンマー投
（〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町 29 番地）
７ 募集枠
3,000 人
８ 競技上の規定及び試合方法
(1) 競技規則
国際陸上競技連盟（IAAF）
、世界マスターズ陸上競技協会（WMA）
、世界パラ陸上競技
連盟（WPA）の競技規則及び本大会ルールによる
(2) テクニカルデリゲート
公益財団法人日本陸上競技連盟 国際担当部長 関 幸生 氏
(3) 大会ルール
① 競技者の招集について
競技に出場しようとする者（以下「競技者」という）は，競技開始時刻の前に競

技者招集所において出場の手続きをし、点呼を受けなければならない。
② ナンバーカードについて
ナンバーカードは競技受付時に一人につき２枚配布する。
③ 練習会場の使用について
練習は指定された場所・時間で行い、事故の防止には万全を期すこと。
④ 事故防止について
すべての競技者は競技役員から「競技への出場または続行が危険」と判断された
場合は、その時点で競技の出場や続行はできない。
⑤ 競技について
ア 出場する競技種目の変更、追加は一切認めない。
イ 年齢に不正があった場合は失格となる。
ウ 競技用具について
・競技に使用する用具は棒高跳用ポール、競技用車いす（レーサー）
、投てき台
及び一部の障がい者部門で使用する用具を除き主催者が準備したものを使用
すること。
・競技場は全天候舗装である。スパイクのピンは全天候用の 11 本以内で長さ
9mm 以下とする。但し、走高跳、やり投は 12mm 以下とする。
エ トラック競技
・トラック競技の計時はすべて写真判定装置を使用する。
・同クラスが複数組の場合は全てタイムレース予選とする。
・同タイムの場合の順位は，同組で着差がない場合は生年月日が早い者を上位
とする。
・長距離種目にはクラスごとに制限時間を設ける。制限時間を過ぎた場合は新
しい周回に入らない。
・リレー種目については３０歳以上の者が４人～６人のチームを編成し、出場
する４選手の年齢合計カテゴリーで申し込むこととする。個人での申込みは
不可とする。
・リレー種目のみのエントリーは不可とする。
個人種目にエントリーの上、リレーへのエントリーができるものとする。
・ハードル競技、障害物競走の種目別基準はマスターズ陸上競技規則のとおり
とする。
オ 跳躍競技
・試技数は走幅跳、三段跳は 3 回の試技で各クラスのトップ 8 を決める。
4 回目以降の試技数は競技運営上 1 回または 2 回とすることがある。
・走高跳、棒高跳のバーの上げ方の基準はマスターズ陸上競技運営細則のとお
りとする。
・走幅跳の踏切板の位置は 1m，2m とする。三段跳の踏み切り板の位置は 5m，
7m，9m，11m，13m とする。競技者は事前に申告した踏切位置で競技する。
カ 投てき競技
・3 回の試技で各クラスのトップ８を決める。4 回目以降の試技数は競技運営

上 1 回または 2 回とすることがある。
(4) 記録の公認について
今大会は、日本陸上競技連盟，日本パラ陸上競技連盟，日本マスターズ陸上競技連
合の公認大会ではないため公認記録とはならない。なお、参加者全員に記録証を発行
する。
９ 実施種目（種別）
（一般部門）
性別

種別

年齢区分 カテゴリー

100m 200m
400m 800m
1500m
5000m
10000m

30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+,80+,85+,90+,95+,
100+

80mH

70+,75+,80+,85+,90+,95+,100+

100mH

50+,55+,60+,65+

110mH

30+,35+,40+,45+

200mH

80+,85+

300mH

60+,65+,70+,75+

400mH

30+,35+,40+,45+,50+,55+

2000mSC

60+,65+,70+,75+

男子 3000mSC

30+,35+,40+,45+,50+,55+

4×100mR

出場４選手の年齢合計が
-159,160-199,200-239,240+
各カテゴリー単位で 4 人～6 人のチームを組んで申し込む。

4×400mR

出場４選手の年齢合計が
-159,160-199,200-239,240+
各カテゴリー単位で 4 人～6 人のチームを組んで申し込む。

走高跳
棒高跳
走幅跳
三段跳

30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+,80+,85+,90+,95+,
100+

砲丸投
円盤投
ハンマー投
やり投
100m,200m
女子 400m,800m
1500m

30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+,80+,85+,90+,95+,
100+

5000m
10000m
80mH

40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+

100mH

30+,35+

200mH

70+,75+

300mH

50+,55+,60+,65+

400mH

30+,35+,40+,45+

2000mSC

30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+

4×100mR

出場４選手の年齢合計が
-159,160-199,200-239,240+
各カテゴリー単位で 4 人～6 人のチームを組んで申し込む。

4×400mR

出場４選手の年齢合計が
-159,160-199,200-239,240+
各カテゴリー単位で 4 人～6 人のチームを組んで申し込む。

女子

走高跳
棒高跳
走幅跳
三段跳
砲丸投
円盤投
ハンマー投
やり投

30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+,80+,85+,90+,95+,
100+

（障がい者部門）
※ 障がい者部門の実施種目は、別紙「障がい者部門実施種目・投てき一覧表」及び「障
がい者部門クラス分け説明表」による。
10 参加資格
(1) 共通事項
30 歳以上（1991 年 5 月 21 日以前に出生した者）
出場種目について 2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの公認記録がある方
は入力すること。
(2) 障がい者部門について
障がい者部門への参加者は次のいずれかの条件を満たしていること（参加申込時に
必要事項を入力すること）
。
① 国内参加者
ア 国内または国際クラス分け認定を受けていること。
イ 障害者手帳または療育手帳を有していること。
② 海外参加者
ア 自国または国際クラス認定を受けていること。

イ ア以外で参加を希望する者は、申込の際に障がいの内容を記載すること。主催
者は、その記載内容を元に、条件を満たしているかどうかを総合的に判断し、参
加の可否について、回答する。
なお、障がい者部門のエントリー及びクラス分けについては、原則、自己申告
制とする。
また、参加資格及びクラス分けについては、抗議することができない。
11 一般部門に参加する障がいのある方への配慮について
この種目は、一般部門への障がいのある方の参加に配慮する。配慮の対象となる障が
いの種別及び配慮の内容は以下のとおりとする。
聴覚障がいの方
〇掲示板等による情報配慮
競技状況等について、放送だけではなく掲示板にも表示する。
〇音声以外のスタート合図
音声以外のスタート合図を実施する。
〇ビブス着用等による周知配慮
障がい種別を周知するためのビブス等を、希望者に配付する。
〇障がい選手補助者の同行
競技エリアへの障がい選手補助者の同行に、配慮する。
12 年齢基準
年齢基準日は 2021 年 5 月 21 日とする。
13 表彰
メダルの対象は、各種別の年齢カテゴリ別に 1～3 位（金・銀・銅）とする。
障がい者部門については、各種別のクラス別・年齢カテゴリ別に 1～3 位（金・銀・
銅）とする。
メダル授与式は、競技終了後に順次行う。
14 参加料
(1) 大会参加料金（税込・手数料込）
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
① 競技出場者（基本料金：５種目参加可能）
ア 日本国外在住者２４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。
）
イ 日本国内在住者１５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション
購入可。
）
② 競技関係者（基本料金）
ア 日本国外在住者１４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。）
イ 日本国内在住者 ５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション
購入可。
）

※ 障がい選手補助者（競技中に障がい者を補助する者）が、その補助を行うた
めに競技参加する場合は、大会参加申込は不要、大会参加料金も無料とする
（ただし、大会参加者キット、交通パス等が必要な場合は、競技関係者として
申込むこと）
。
(2) 特別追加料金（エクストラフィー）
なし
(3) 競技用具等のレンタル料金
なし（競技用具等のレンタルは無し）
15 参加申込方法
パソコン又はスマートフォン等で、大会参加申込（エントリー）専用の公式ウェブサ
イト（エントリーシステム）から申し込むこと。
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
16 参加上の注意
(1) 服装について
特に規定は定めないが清潔で不快に思われない安全な服装を着用すること。
(2) 競技用具について
① 競技に使用する用具は、棒高跳用ポール、競技用車いす（レーサー）
、投てき台、
一部の障がい者部門で使用する用具を除き、主催者が準備したものを使用すること。
なお、トラック競技の車いすについて、日常生活用車いすの使用は認めない。
② 棒高跳用ポール、競技用車いす（レーサー）
、投てき台は各自が持参すること
③ やりは主催者にて準備するが、当日検査を受けて個人のものを使用してもよい。
④ 棒高跳用ポール、やり、競技用車いす（レーサー）
、投てき台の送付先と配達指定
日は下記のとおり。
ア 送付先
〒615-0864 京都市西京極新明町 29 番地 たけびしスタジアム京都（西京極
総合運動公園陸上競技場）
（品名）例：ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 棒高跳用ポール
(電話)075-315-4521
イ 配達指定日と時間
2021 年 5 月 19 日（水）～21 日（金）9：00～17：00 で指定してください。
※ また，返送の手続きも事前に行うこと。
(3) ガイドランナーなどについて
視覚障がい者のガイドランナーやアシスタント（コーラー・エスコート）は参加者
各自で準備すること。
(4) 保険
主催者側で傷害保険に加入するが、
「競技出場者及び競技関係者」の「競技会場内に
おいて競技中に負った傷害」のみが対象であり、大会参加中のあらゆるリスクをカバ
ーするものではないため、大会参加に必要な保険については、自らの責任と費用負担

において加入すること。
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
(5) ドーピングコントロール
① 本競技会は、世界アンチ・ドーピング規程及び国際マスターズゲームズ協会規程
に基づくドーピングコントロール対象大会である。
② ドーピング防止活動（ドーピング検査及びドーピング防止教育啓発活動）は、国
際マスターズゲームズ協会規程に従い実施する。
③ 本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で国際マスターズゲームズ協会
規程に従い、ドーピングコントロール手続きの対象となることに同意したものとみ
なす。詳細内容については、国際マスターズゲームズ協会規程を確認すること。
④ 本大会は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構と連携し、スポーツを通
して次世代に多様なスポーツの価値を遺すため、クリーンなスポーツ、クリーンな
アスリートを守る活動として、アンチ・ドーピング活動を推進していくことを目的
とする。
17 宿泊・交通申込
(1) 宿泊
宿泊については、大会ホームページ宿泊情報ページを参照のこと。
(2) 交通
会場へのアクセスなどの交通情報については、大会ホームページ交通情報ページを
参照のこと。
18 その他
競技に参加（出場・関与）する前に大会受付と競技受付を行うこと。
(1) 大会受付
大会受付は、オープニングビレッジ、各府県マスターズビレッジ、センタービレッ
ジ、臨時大会受付会場にて行う。顔写真付きの本人確認書類を持参の上、競技出場の
前日までに、参加者本人が行うこと（代理受付不可）。なお、団体競技やチームで参加
する場合でも、参加者一人ひとりが大会受付を行う必要がある。
どの会場で大会受付を行っても問題ないが、会場によって受付期間・時間が異なる
ため、詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認するこ
と。
(2) 競技受付
① 受付日時
2021 年 5 月 20 日（木）9：00～16：30
5 月 21 日（金）～26 日（水）8：30～16：30
5 月 27 日（木）8：30～11：30
② 受付場所
たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場）
正面玄関前

③ 備考
ナンバーカード、プログラムなどを配布する。
(3) 競技前招集（出場確認）
① 日時
当日競技開始の 30 分前～50 分前 棒高跳は 90 分前
② 場所
たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場）
選手招集所
③ 備考
ナンバーカード、スパイクなど広告や商標などの確認
(4) 棒高跳ポールの検査
① 日時
競技開始の 1 時間 30 分前から 1 時間前
② 場所
棒高跳競技場所
③ 備考
競技役員から棒高跳びポールの検査を受ける
(5) やりの検査
① 日時
競技開始の 1 時間 30 分前から 1 時間前
② 場所
100ｍスタート側の倉庫前
③ 備考
競技役員からやりの検査を受ける
(6) 障がい者部門における競技用車いす（レーサー）
、投てき台及びその他使用する用具
の検査
① 日時
競技招集時
② 場所
選手招集所
③ 備考
競技役員から競技用車いす（レーサー）
、投てき台及びその他使用する用具の検査
を受ける。

