
 

 

 

 

 

 

 

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関西堺市実行委員会 

 

２ 共催        公益財団法人 日本サッカー協会 

 

３ 主管    一般社団法人 大阪府サッカー協会 

 

４ 期日    2022年 5月 16日（月）から 27日（金）まで（競技日数 10日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 16日（月） 9：00～17：00  

 

50+、55+、60+、65+、70+ 男子・女子 

5月 17日（火） 9：00～17：00 

5月 18日（水） 9：00～17：00 

5月 19日（木） 9：00～17：00 

5月 20日（金） 9：00～17：00 

5月 21日（土） 

～22日（日） 
－ 

休養日（競技実施なし・公式練習なし） 

5月 23日（月） 9：00～17：00  

 

30+、35+、40+、45+ 男子・女子  

5月 24日（火） 9：00～17：00 

5月 25日（水） 9：00～17：00 

5月 26日（木） 9：00～17：00 

5月 27日（金） 9：00～17：00 

※ 参加者のエントリー状況によって、開催内容に変更の可能性がある。 

 

５ 会場 

(1) 会場：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（J-GREEN堺）  

 (2) 施設概要：2010年 4月 1日開設 

         敷地面積 43.1ha 

         駐車場 1,152台 

(3) 住所：〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地 

 (4) アクセス方法：http://jgreen-sakai.jp/en/access/ 

 (5) その他設備：更衣室、シャワー室 等 

    

６ 募集枠 

(1) 参加人数 

※2021年 3月 1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。 



 

240チーム(約 3,600人の参加を想定) 

(2) チーム編成 

① 選手人数 

試合を行うにあたって、チームは最低 12人の選手登録が必要であり、選手登録

数の上限は定めないため、無制限で登録が可能（ただしメダルの授与数は 1チーム

あたり 25枚まで） 

② チームに帯同するスタッフ（非競技者、選手以外）人数 

各試合、ベンチに入ることのできるスタッフは 4名まで 

※ 自チームの出場試合には競技規則を理解している副審 1 名を出すこと。（副審

はチームに帯同するスタッフが担うことも可能。また、前半、後半で交代も可能。）

病院からの診断書の提出がある場合を除き、副審を出さない場合、試合のスコア

を１点ビハインドの状態(０対１)からスタートする。 

(3) 組み合わせ 

堺市実行委員会にて抽選を行い決定する。組み合わせ表について 2022年 4月を目

安に大会公式ホームページ等で発表予定。 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

   国際サッカー連盟(FIFA)制定の最新の競技規則及び本大会申し合わせ事項に則し

て実施。 

(2) テクニカルデリゲート 

一般社団法人 大阪府サッカー協会 大槻 良太 

(3) 大会形式 

各年齢及びグレードカテゴリの参加チーム数によって試合方式を決定する。また、

各年齢及びグレードカテゴリで優勝以下第 3位までを決定する。 

各チーム 1 日最大 2 試合、大会期間中最低 6 試合を行う競技日程を組む。ただし、

不戦勝となった場合、試合数は保証されない。なお、各年齢及びグレードカテゴリ

の参加チーム数に偏りがある場合は、当初のカテゴリの構成を変更する可能性あり。

（年齢区分を 5 歳幅から 10 歳幅にする、競技レベルをＡ、Ｂ混合にする、カテゴ

リを細分化して新たなカテゴリを作成する等） 

また、順位についてもその新たなカテゴリ内で決定し、新たなカテゴリ内の上位

3チームにメダルを交付する。 

① チームは指定された試合フィールドに AD カードを発行し終えた状態（※１６．

(1)大会受付参照）で試合開始 10 分前までに、フィールド受付を完了させた上

で、装身具をはずし、すね当てを装着する等の準備を済ませること。また試合

開始時刻より 10分以上遅刻した場合は、棄権とみなし、不戦敗とする。 

②  60分（前半後半 30分）ハーフタイムのインターバルは原則として 5分 

③  同点の場合は延長なし（リーグ戦形式：引き分け トーナメント戦形式：PK方   

式（各チーム 3 人ずつ、決着がつかない場合は 4 人目以降両チーム 1 人ずつ）） 

④ 不戦勝、不戦敗の場合は 3-0 



 

⑤ リーグ戦形式の順位決定方法 

・リーグ戦終了時に勝ち点合計が多いチームが上位 

（勝ち：3点 引き分け：1点 負け：0点） 

・ただし、勝ち点合計が同じ場合は以下の順で順位を決定。 

a.得失点差→b.総得点→c.当該チーム間の対戦成績→d.抽選 

(4) 交代要員規則 

① 交代要員の数：制限なし 

② 交代を行うことができる回数： 制限なし 

③ 各種規定 

  交代要員に限度は無く、一度交代した選手も再度フィールドに戻ることは可能 

(5) 試合のフィールド 

  天然芝および人工芝フィールド 

(6) 競技者の用具 

① ユニフォーム 

ア 参加申込(Web 登録)の際に、1st(正)、2nd(副)、3rd ユニフォーム(袖のある

シャツ・ショーツ・ソックス、FP・GK用共)の登録が可能。1st(正)の登録は必

須とする。2nd(副)、 3rdの登録を行う場合、1st(正)、2nd(副)、3rdのシャツの

同色使用は避けることが望ましい。 

イ シャツの背面に選手番号を付けること。シャツの前面及びショーツの番号

については任意とする。 

ウ ユニフォームの色は 2021年 12月末以後の変更は認めない。 

※ ただし、2022年 1月以降にエントリーされた方については、エントリー時

に入力されたユニフォームの色から原則変更はできません。 

   ② シューズ 

     固定式スパイク、ターフトレーニングシューズを使用すること。取り換え式

スパイク、運動靴の使用は不可。 

③ その他 

ア すべての装身具(ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング、皮革でで

きたバンド、ゴムでできたバンドなど)は禁止であり、外さなければならない。

装身具をテープで覆うことは、認めない。 

    イ すね当ては、適切な材質でできており、それ相応に保護することができる

ものを必ず装着し、ソックスで覆っていなければならない。 

ウ 眼鏡については、プラスティックあるいは類似の素材でできたスポーツメ 

ガネ以外は使用禁止。 

(7) マッチコーディネーションミーティング 

実施しない。堺市実行委員会によってチームの受付時までに両チームのユニフォ

ームを決定する。 

(8) その他 

① 第 4の審判員は配置しない。 



 

② チームベンチ：試合フィールド上本部からピッチに向かって、 

     左側…対戦表の左(上)に記載されているチーム 

     右側…対戦表の右(下)に記載されているチーム 

 

８ 実施種別 

競技名 グレードカテゴリ 年齢カテゴリ 

サッカー 

Ａ 

コンペティティブ 

男子：30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

女子：30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

Ｂ 

レクリエーション 

男子：30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

女子：30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

Ⅽ 

オープン 

男子：65+,70+ 

女子：65+,70+ 

※ 選手は、複数のチームで参加不可（1人 1チーム、1カテゴリでの参加に限る） 

 

(1) グレードカテゴリ 

・Ａ：コンペティティブ（競技性を求めるクラス） 

国際的な選手や府県（代表）レベルで活躍した選手がいるチームは、当該カ

テゴリでエントリーすることを推奨。 

    ・Ｂ：レクリエーション（競技性を求めず、大会自体を楽しみたいクラス） 

・Ⅽ：オープン（特にグレードを設けないクラス） 

  (2) 年齢・性別カテゴリ 

・年齢カテゴリはチーム内の最年少参加者（フィールドプレーヤー、ゴールキー  

パー問わず）の年齢により決定。 

 ※年齢基準日：2022年 12月 31日時点 

 例：33歳の参加者が一人、残りの参加者はすべて 40歳以上で構成されているチ

ームの場合 30+になる 

・男子チームに女性がメンバーに入ることは可能 

＜注意＞ 

参加者のエントリー状況によって、カテゴリの構成を変更する可能性がある。 

例１ 年齢区分を 5歳幅から 10歳幅にする、競技レベルをＡ、Ｂ混合にする 

    例２ カテゴリを細分化して、新たなカテゴリを作成する（カテゴリの細分化） 

      

９ 参加資格 

年齢基準：30歳以上（1992年 12月 31日以前に出生した者） 

     

10 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 

〇フラッグ等による審判実施 

   競技状況の周知のため、フラッグ等による審判を実施する。 

 

11 表彰等 

(1) メダルの授与 

メダルの対象は、各年齢、性別及びグレードカテゴリ別に 1～3位※（金・銀・銅）

とする。（※3位決定戦実施） 

なお、メダルセレモニーはマスターズビレッジ大阪または競技会場で行う予定。時

間等の詳細については、後日（試合スケジュール確定後）大会ホームページ上で公開

する。 

(2) 結果の掲示 

・大会ホームページ上で公開 

・会場での公開 

 競技会場の競技受付横に掲示を行う。 

 

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） 

 

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。 

 

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


 

14 参加上の注意 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 荒天時の対応 

雨天決行。ただし、大雨・暴風警報、落雷のおそれがある場合等、やむを得ず中 

断・中止とする場合がある。当該時の対応方法等についてサッカーエントリー者全 

員にメール及び大会ホームページで通達する。 

 

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すること。 

(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

を参照すること。 

 

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、フィールド受付を行うこと。 

(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。 

※ サッカー競技会場へ最もアクセスが良い大会受付会場はマスターズビレッジ大阪 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.playtruejapan.org/upload_files/uploads/2018/04/wada_code_2015_jp_20180401.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html


 

(2) 競技受付 

① 場所    住所：〒590-0901 堺市堺区築港八幡町 145番地 

         名称：J-GREEN堺 （受付場所：クラブハウス 1階（予定）） 

② 受付方法 ・当該試合日毎に自チームの第 1試合目の開始 30分前までに競技受 

付にて競技受付を完了し、メンバー表を受け取ること（チームから

1名の代表者のみの受付で可）。 

※ 必ず大会受付を済ませてから競技受付をすること（大会受付会場と競技受 

付会場は場所が異なるため注意すること）。 

（3）フィールド受付 

  ・自チームの試合ごとに試合開始 10分前までに当該試合フィールド入口にて大会受

付で取得した ADカード（全員）を持参し、フィールド受付を行うこと（代理受付

不可、参加者本人が行うこと）。またチームで 1枚メンバー表を記入の上、提出す

ること。  

(4) 事前練習 

・J-GREEN堺には、ウォーミングアップ用のサッカーフィールドはない。 

・自身の前の試合が終わるまではフィールドへ入場することは不可。 

・いかなる場合であっても、未使用のフィールド、プレー中のフィールド 

に入ることは不可。 

  ・フィールド受付を終え、自チームの前の試合が終わっている場合、そのフィール

ドでの事前練習を行うことは可。 

 


