
 

 

 

 

 

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、 

ＷＭＧ2021 関西自転車競技倉吉市・北栄町実行委員会、 

鳥取県自転車競技連盟 

 

２ 共催   公益財団法人日本自転車競技連盟（予定） 

 

３ 協力   一般社団法人日本パラサイクリング連盟 

 

４ 期日   2021年 5月 22日（土）から 23日（日）まで（競技日数 1日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 22日（土） 12：00 ～ 17：00 受付・公式練習 

5月 23日（日） 7：00 ～ 17：00 男女個人ロードレース 

  ※ 受付時にゼッケン、計測チップの配布  

 

５ 会場 

  倉吉市・北栄町特設ロードコース 

（スタート予定地点：倉吉市立高城小学校 〒682-0642 鳥取県倉吉市上福田 722番地） 

※ コース予定図は別紙のとおり 

 

６ 募集枠 

  1100人（障がい者の参加を含む） 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

 (1) 競技規則 

   国際自転車競技連合（UCI）の競技規則及び本大会申し合わせ事項による 

(2) テクニカルデリゲート 

   河田 拓也（鳥取県自転車競技連盟） 

 (3) 大会ルール 

    ・１周回 16.5kmのコースを周回する特設コースで実施する。 

・各選手の参加する年齢区分によって、5周回、4周回、3周回、2周回とレース距 

離を変えて行う。 

※2019年 12月 26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。 



 

・ロードレースは一般公道を交通規制して行うので、制限時間以内に関門を通過しな 

いときはレースからの除外を行うことがある。 

  ・参加者のエントリー数を考慮しながら、複数の年齢区分をまとめて同一レースに

する場合がある。 

 

８ 実施種別 

 （一般部門） 

性別 種目 年齢カテゴリー等 

男性 ロード 
30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 

75+，80+，85+，90+，95+ 

女性 ロード 
30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 

75+，80+，85+ 

 （障がい者部門） 

性別 種目 年齢カテゴリー等 

男性、女性 ロード Ｂ、Ｃ１～５、Ｔ１～２、Ｈ１～５ 

 （レース区分とカテゴリー） 

レース区分 レース距離 カテゴリー 

１ 2周(33.0km） M11,M12,M13,M14／W8,W9,W10,W11,W12／Para 

２ 3周(49.5km) M9,M10／W5,W6,W7 

３ 4周(66.0km) M5,M6,M7,M8／W1,W2,W3,W4 

４ 5周(82.5km) M1,M2,M3,M4 

  エントリー状況により、カテゴリーと走行距離を変更する可能性がある。 

 

９ 参加資格 

  (1) 参加資格 

   UCI加盟国で次のとおり 2021年の競技者登録をする者 

【国内選手】UCI-IDまたは JCF登録番号が付番されたライセンスを保持している 

こと。 

【国外選手】UCI-IDが付番されたライセンスを保持していること。 

※ 臨時ライセンスの発行は行わない。 

 (2) 参加資格の除外 

以下のいずれかに該当する選手は参加できない。 

・世界選手権大会（ワールドチャンピオンシップ）、大陸別選手権大会（例：アジア

選手権）、オリンピック（2020 東京オリンピック）、大陸別総合競技大会（例：ア

ジア大会）、ワールドカップのトラックレース（マスターズのみのレース競技を除



 

く）に 2020年、2021年に出場する選手。 

・その他、UCI 国際カレンダーに掲載されている 2020 年、2021 年の大会（UCI ポイ

ントが付くレース、例えばプロツアーが対象。グランフォンドなど UCI ポイント

が付かない大会やマスターズカテゴリーの大会は除く）に出場する選手。 

・2020年または 2021 年に UCIへ登録されているチームのメンバーである選手。 

・UCI または UCI と提携している国内競技連盟のいずれかから出場停止または処分

を受けている選手。 

 (3) 必要手続等 

概ね 2年以内（2019～2020年）にロードレースに出場した経歴の有無を申告する

こと 

※ 本大会は国際大会であり、多数の選手が一斉に競走することからレースの安

全性を確保するため、参加者には事前に何らかのロードレースに参加し、集団

走行経験をしておくことを勧める。 

(4) 障がいのある国内参加希望者は、参加を申し込む前に（一社）日本パラサイクリン

グ連盟へ選手登録すること。 

(5) 障がいのある海外参加希望者は、参加を申し込む前に次の２つの手続をすませ、

参加申込時に関係書類の PDFファイルを添付すること。 

① 自国の National Federation の競技者登録証取得 

② 国際大会出場に必要な国際ライセンス取得 

 

10 年齢基準 

  30歳以上（1991年 12月 31日以前に出生した者） 

※ 選手は2021年12月31日現在の年齢の属する年齢カテゴリーで競技しなければな

らない。 

（例：大会期間中は39歳で、2021年12月31日までに40歳になる場合は、40-44歳の

年齢カテゴリーで競技することになる。） 

個人男子：M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), 

 M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65-69), M9 (70-74), M10 (75-79), 

 M11 (80-84), M12 (85-89),M13 (90-94), M14 (95+)  

個人女子：W1 (30-34), W2 (35-39), W3 (40-44), W4 (45-49), W5 (50-54), 

 W6 (55-59), W7 (60-64), W8 (65-69), W9 (70-74), W10 (75-79), 

 W11 (80-84), W12 (85+) 

 

11 表彰 

各種別の年齢区分カテゴリーごとに 1位～3位にﾒﾀﾞﾙを授与する。 

 

 



 

12 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） 

 ※ ただし、機材一部（ホイール、サドル、ハンドルなど）不具合が生じ、使用不能

となった場合、機材の種類によっては、貸し出すことが可能な場合もある。 

 

13 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。 

 

14 参加上の注意 

（1）服装 

  ・UCIワールドチャンピオンジャージの着用は許可しない。他は特に制限はない。 

・ナショナルジャージおよびパンツの着用は認める。 

・ＮＦに登録された所属するチームのジャージおよびパンツを着用する。 

・ゼッケン（ボディナンバー）が常に見えるようにすること。 

 (2) 競技用具等 

  ① 用具規定 

   ・運営側が準備する機材はない。 

・各選手が規則に沿った点検整備された使用可能な機材を準備すること。整備不 

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


 

 良の機材は、使用を認めない。 

・使用機材は競技規則に沿ったものであること。 

     ② 輸送・保管のルール 

    ・基本的な各選手が自己の責任において輸送・管理する。 

   ・競技会場（スタート予定地「高城小学校」）への事前送付は受け付けない。 

（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 

     荒天時は競技の中断、中止、順延があり得る。 

 

15 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.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html


 

16 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 

      日時／ 5月 22日(土) 12:00～17:00 ※詳細については、別途案内する。 

   会場／ 倉吉市立高城小学校 

      備考／ ゼッケン、計測チップの配布 

 (3) 競技用具の点検 

日時／ 各種目開始前 30分までに完了すること。 

   会場／ 会場内招集場所 

      備考／ 規則に沿った機材を使用しているかを確認 

(4) ＷＭＧ2021関西交流イベント 

  ・自転車競技（トラック・ロード）の開催期間中に、競技会場周辺で交流会を開催す 

る。 

  ・自転車競技（ロード）の開催期間中に、スタート・ゴール地点周辺に飲食ブース・

おもてなしブースを設置する。 

  

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


 

（別紙） 

倉吉市・北栄町特設ﾛｰﾄﾞｺｰｽ予定図 

 

 

 

 

≪コース情報≫ 

・１周   16.5km 

・標高差  195m 

・獲得標高 325m 

ｽﾀｰﾄ・ﾌｨﾆｯｼｭ予定地点 

倉吉市立高城小学校前 


