
 

 

 

 

 

 

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関西鳥取県実行委員会、 

ワールドマスターズゲームズ 2021関西米子市実行委員会、鳥取県柔道連盟 

 

２ 共催   公益財団法人全日本柔道連盟（予定） 

 

３ 協力   NPO法人日本視覚障害者柔道連盟 

日本マスターズ柔道協会 

 

４ 期日   2021年 5月 20日（木）から 23日（日）まで（競技日数 3日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 20日（木） 
13：00 ～ 17：00 

16：00 ～ 18：00 

練習可能 

形競技審査会議 

5月 21日（金） 

大会１日目 

9：00 ～  9：45 

10：00 ～ 10：20 

10：30 ～ 14：30 

13：00 ～ 14：00 

14：00 ～ 14：30 

15：00 ～ 17：00 

14：00 ～ 17：00 

形の部 受付 

開会式 

形の部、表彰式 

男女団体戦受付 

審判会議 

男女団体戦、表彰式 

個人戦（5月 22日実施）受付・計量 

5月 22日（土） 

大会 2日目 

 9：00 ～  9：30 

10：00 ～ 16：00 

 

 

 

14：00 ～ 17：00 

審判会議 

男女個人戦（M6～M11、F1～F11） 

視覚障がいの部 

男女個人戦（VM1～VM3、VF1～VF2） 

※表彰式は順位の決まった階級ごとに実施 

個人戦（5月 23日実施）受付・計量 

5月 23日（日） 

大会 3日目 

9：00 ～  9：30 

10：00 ～ 15：00 

 

15：15 ～ 15：30 

審判会議 

男子個人戦（M1～M5） 

※表彰式は順位の決まった階級ごとに実施 

閉会式 

  

５ 会場 

  鳥取県立武道館 大道場（〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 3192-14） 

   http://www.budoukan.jp/ 

 

※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。 

http://www.budoukan.jp/


 

６ 募集枠 

  500人（障がい者の参加を含む） 

 

７ 競技上の規定及び実施種別 

(1) 競技規則 

 【形の部】 全日本柔道連盟「教育普及・ＭＩＮＤ委員会形部会」作成の「講道館柔道形

競技規定」と「講道館形競技規定に関する申し合わせ事項」による。 

 

 【個人戦】 国際柔道連盟試合審判規定及び本大会申し合わせ事項による。ただし、視覚

がい者の部は、IBSA JUDO審判規定を加える。 

優勢勝ちの判定基準は「技あり」以上とする。但し、技による評価が同等の

場合、｢指導｣の差が 2以上あった場合に少ない選手を｢僅差｣による優勢勝ち

とする。「指導」差も無い場合は旗による「判定」で勝敗を決する。 

 

 【団体戦】 国際柔道連盟試合審判規定及び本大会申し合わせ事項による。 

優勢勝ちの判定基準は「技あり」以上とする。但し、技による評価が同等の

場合、｢指導｣の差が 2以上あった場合に少ない選手を｢僅差｣による優勢勝ち

とする。「指導」差も無い場合は「引き分け」とする。 

団体戦のチームの勝敗は、勝者数によって決める。 

勝者数が同じ場合は、内容（内容とは「一本」の数。「一本」の数が同じなら

「技あり」の数。）による。内容も同じ場合は、各チームより 1名選手を選出 

し、代表戦を行う。代表戦は 2分で行い､通常の試合方法とする。（ゴールデ 

ンスコア方式でないため「技あり」、もしくは「指導」が与えられても試合は 

継続する） 

2分で決着がつかない場合は、旗判定によって勝敗を決する。 

 

(2) テクニカルデリゲート 

    鳥取県柔道連盟（副理事長） 足立 富士夫  

 

(3) 大会ルール もしくは「試合方法」 

   【形の部】 

審査により優劣をつける。 

投の形・固の形・極の形・柔の形・講道館護身術・五の形・古式の形の 7種目で行う。 

演技順序については前日の午後までに大会会場内に掲示する。 

 

【個人戦】 

出場者が 3名の場合は総当たり、その他はトーナメント方式とする。敗者復活方式は行

わない。 

 

 



 

＜一般部門年齢区分＞ 

上記年齢区分別に、下記階級での実施 

男性：-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 

女性：-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

＜視覚障がい者部門年齢区分＞ 

男性 
30-39 40-49 50+ 

女性 
30-39 40+ 

ＶＭ1 ＶＭ2 ＶＭ3 ＶＦ1 ＶＦ2 

上記年齢区分別に、下記階級での実施 

男性：-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 

女性：-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

＜試合時間＞ 

Ｍ1/Ｆ1～Ｍ6/Ｆ6  3分 ＶＭ1～ＶＭ3  2分 30分 

Ｍ7/Ｆ7～Ｍ8/Ｆ8  2分 30秒 ＶＦ1～ＶＦ2  2分 30分 

Ｍ9/Ｆ9～Ｍ11/Ｆ11  2分 

 

【団体戦】 

トーナメント方式により順位を決定する。試合時間は以下の通り 

※ 男子団体に出場する選手においては、定められた各年齢区分での出場となる。ただし、

体重は無差別とする。ただし、該当の年齢区分の選手がいない場合、相手の「不戦勝ち」

とするか１つ上の年齢区分の選手が出場することができる。 

※ 女子団体については、先鋒・中堅・大将とも年齢区分がなく、体重は無差別とする。た

だし、年齢が若い順に先鋒→中堅→大将とする。3名に満たない場合は、前につめる。 

 

８ 参加資格 

  【自己記録等の申告及び内容】 

  ・日本国内選手は初段以上、かつ、全日本柔道連盟に登録していること 

・海外選手は一級以上の取得者に限る 

  【必要手続等】 

     日本国内選手においては、2020年度全日本柔道連盟の登録が完了していること 

 

９ 年齢基準 

  30歳以上（1991年 12月 31日以前に出生した者） 

 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

男性 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ｍ6 Ｍ7 Ｍ8 Ｍ9 Ｍ10 Ｍ11 

女性 Ｆ1 Ｆ2 Ｆ3 Ｆ4 Ｆ5 Ｆ6 Ｆ7 Ｆ8 Ｆ9 Ｆ10 Ｆ11 

男性 

先鋒（Ｍ1～Ｍ2） 2分 30秒 

女性 

先鋒 2分 30秒 

次鋒（Ｍ3～Ｍ4） 2分 30秒 中堅 2分 30秒 

中堅（Ｍ5～Ｍ6） 2分 30秒 大将 2分 30秒 

副将（Ｍ7～Ｍ8） 2分 30秒 

大将（Ｍ9以上） 2分 



 

10 表彰 

形の部 各種目の上位 3組を表彰する。 

個人戦 各種別の年齢区分での、階級ごと 1位～3位にメダルを授与する。 

  団体戦 男女上位 3チームを表彰する。 

 

11 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 

   ・武具（形の部のみ） 

    ※ 形の部は、会場で貸し出す武具を使用して実施する。（持参不要） 

※ レンタル料金は無料。 

※  武具は練習時（前日・当日）も貸し出すが、借りた日ごとに必ず返却すること。 

 

12 参加申込方法 

(1) 大会参加申込方法 

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。 

 (2) 競技用具等のレンタル申込方法 

   競技会場受付時に該当組にレンタルする。 

 

13 参加上の注意 

（1）服装 

    柔道衣については、白色柔道衣が原則。 

   全ての出場選手は、着用する柔道衣に規定の大きさのゼッケンを正しく縫い付けること。 

① ゼッケン〔名字と所属〕を取付けていない選手は、失格とする。 

② 所属名の表記は、所属団体もしくは、出場する地区名（都道府県、市町村）とする。 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html


 

③ 国際大会出場時のゼッケンで、英表記で自分の姓が記載されているものは、認める。 

④ サイズは横30cm～35cm、縦25cm～30cm。 

⑤ 布地は白色。 

⑥ 書体は太いゴシック体又は、明朝体で横書きとし、男子黒色、女子は濃赤色。 

⑦ 名字（姓）は上側2/3、 団体（地区）名は、下側1/3。 

⑧ 縫い付けの位置は、後襟から 5cm～10cm下部とし、周囲と対角線に強い糸で縫い付け 

る。 

※ WMG2021関西大会では、柔道衣の色ではなく、赤帯・白帯を巻くことにより試合者を見 

 分ける。 

 (2) 競技用具等 

   形の部の武具は、会場で貸し出す武具のみ使用可能。 

（3）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。 

（4）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。 

 (5) 荒天対応等 

   荒天により会場までの交通機関に影響が出た場合は、プログラムを変更する場合がある。 

 

14 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。  

 

 

 

 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.playtruejapan.org/upload_files/uploads/2018/04/wada_code_2015_jp_20180401.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html


 

15 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（個人戦は計量を含む） 

【形の部】 日時／ 2021年 5月 21日（金） 9：00～9：45 

【団体戦】 日時／ 2021年 5月 21日（金） 13：00～14：00 

【個人戦（Ｍ6～Ｍ11、Ｆ1～Ｆ11）・視覚障がい者の部（男女個人戦）】 

       日時／ 2021年 5月 21日（金） 14：00～17：00 

【個人戦（Ｍ1～Ｍ5）】 

       日時／ 2021年 5月 22日（土） 14：00～17：00   

        会場／ 鳥取県立武道館エントランスおよび計量場 

 (3)  WMG2021関西交流イベント 

      日 時  2021年 5月 21日（金）～23日（日） 17：00～21：00（予定） 

    場 所  米子駅前だんだん広場 （予定） 

    内 容  ステージイベント、屋台村（飲食） 

    参加費  無料（ただし、屋台村の飲食代金は各自負担） 

 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html

