
 

 

 

  

 

 

 

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関西京都府実行委員会、 

ワールドマスターズゲームズ 2021関西京田辺市実行委員会 
 

２ 共催   公益財団法人日本ハンドボール協会、京都府、京田辺市 
 

３ 主管   京都府ハンドボール協会 
 

４ 期日   2022年 5月 13日（金）から 22日（日）まで（競技日数９日間） 

開催日 開催時間 開催内容 開催場所 

5月 13日

（金） 

10：00～ 

16：40 
公式練習日（カテゴリー問わず） 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 14日

（土） 

10：00～ 

16：40 

公式練習日（カテゴリー問わず） 

開始式 

順位決定型リーグ戦男子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 15日

（日） 

10：00～ 

16：40 
順位決定型リーグ戦男子・女子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 16日

（月） 

10：00～

16：40 
順位決定型リーグ戦男子・女子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 17日

（火） 

10：00～

16：40 
交流型リーグ戦男子・女子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 18日

（水） 

10：00～

16：40 
交流型リーグ戦男子・女子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 19日

（木） 

10：00～

16：40 
交流型リーグ戦男子・女子 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館 

5月 20日

（金） 

10：00～

16：40 

交流型リーグ戦男子 

順位決定型トーナメント女子 
田辺中央体育館 

5月 21日

（土） 

10：00～

16：40 
順位決定型トーナメント男子 田辺中央体育館 

5月 22日

（日） 

10：00～

16：40 
順位決定型トーナメント男子・

女子 
田辺中央体育館 

   荒天対応等の予備日：なし 
 

５ 会場 

（１）田辺中央体育館：田辺会場 

  （〒610-0331 京都府京田辺市田辺丸山１９） 

（２）山城総合運動公園体育館（太陽が丘）：宇治会場 

   （〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷１番地） 

※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。 



 

 

    ※各チームにおいて、試合会場については、終日、同一会場での競技実施とする。 

 

６ 募集枠 

  （１）順位決定型 男子 24チーム 女子 12チーム 

（２）交 流 型 男子 28チーム 女子 12チーム 

 （１）・（２）いずれも、1チームあたりの選手人数は最低 7名～最大 16名・チーム

責任者（監督）を 1 名おくこと（選手兼任可）。チーム役員として責任者を含め４名

登録可能（選手兼任可）。１チームの最大登録人数は選手・役員の合計で 20 名まで。 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

（１）競技規則 

    公益財団法人日本ハンドボール協会競技規則及び、本大会申し合わせ事項に則し

て実施する。 

 （２）テクニカルデリゲート 

    京都府ハンドボール協会 会長 大羽 隆夫 氏 

（３）大会ルール 

   ・どのカテゴリーにおいても１チームあたり、最低３試合実施する。 

・順位決定型と交流型の２つに分けて競技を実施する。 

   ・順位決定型には２つの年齢区分、交流型には３つの年齢区分を設ける。 

   ・男子・女子に分ける。 

・順位決定型は、男子は４チームによるリーグ戦を行い、必要に応じてトーナメン

ト戦を行い、１位から８位を決定する。これを２つの年齢区分で行う。女子は３

チームによるリーグ戦を行い、必要に応じてトーナメント戦を行い、１位から６

位を決定する。これを２つの年齢区分で行う。 

・順位決定型は、１位から３位にメダルを交付する。 

   ・交流型は、男子・女子ともに４チームによるリーグ戦を行う。これを３つの年齢

区分で行う。 

   ・試合の割り振りは、エントリーの状況により、変更する場合がある。 

   ・すべての競技について審判と記録員を主催者が準備する。 

 

８ 実施種別 

    （一般部門） 

性別 競技種別 年齢等カテゴリー 

男子 
順位決定型 30+,45+ 

交流型 40+,50+,60+ 

女子 
順位決定型 30+,45+ 

交流型 40+,50+,60+ 

  ※自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加を可能とする。 

  ※チーム年齢については、最年少メンバーの年齢により決定する。 

 



 

 

９ 参加資格 

  特になし 

  順位決定型においては、個人での参加申込みは不可とする。 

交流型においては、個人での参加申込みを可とする。なお、チーム編成は主催者で行

う。 

選手は、順位決定型と交流型のいずれかにのみ参加することができ、両方に参加する

ことはできない。 

 

10 年齢基準 

30歳以上（1992年 12月 31日以前に出生した者） 

 

11 表彰 

  メダルの対象は、順位決定型においてカテゴリー別、男女別に 1～3位（金・銀・銅）

とし、最終日の競技終了後に田辺中央体育館で表彰を行う。 

 

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。） 

(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なし） 

 

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。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装について 

   同じチームは同じユニフォームを着用すること。 

    ゴールキーパーは、コートプレーヤー及び相手チームのゴールキーパーと区別でき

るユニフォームを着用すること。 

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


 

 

体育館フロア内など決められた場所では、必ず室内シューズを着用すること。 

 (2) 競技用具について 

    試合球、ゴール、ゴールネット等の競技用具については、主催者が用意する。 

 (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 

   気象警報等が発表され、災害の発生が見込まれる場合や交通機関の休止が見込まれ

る場合には、競技の中止もあり得る。 

 

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。 

  ・主催者で宿泊や交通の斡旋はしないが、関連する情報については、ハンドボール大

会専用ＨＰを参照すること。 

  ・最寄り駅（近鉄新田辺駅・ＪＲ京田辺駅）から田辺中央体育館、田辺中央体育館と

山城総合運動公園を結ぶシャトルバスは、無料で利用可能。 

 

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

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


 

 

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（サポーターは、競技受付を行う必要なし） 

  ① 受付日時 毎日 9:00～16:00（競技参加前） 

  ② 受付場所 田辺中央体育館及び山城総合運動公園体育館 

  ③ 備  考 ア 競技日毎に最初の試合がある会場で競技参加前に競技受付を行う。 

                  イ チームで参加の場合は、チーム代表者がチームの他の参加者が揃

ったことを確認し、代表者の責任において受付を行う。 

         ウ 個人で参加の場合は、本人が受付を行う。 

         エ 競技受付時には、ＡＤカードを持参すること。 

(3) 公式練習 

5月 13日(金)は両会場、5月 14日(土)午前は山城総合運動公園体育館を開放する。

利用申込みは不要。予約受付もしないため、各自譲り合って使用すること。シャトル

バスの運行も有り。詳細は大会ＨＰを参照のこと。 

(4) 表彰式 

 ① 日時 

   順位決定型 2022年 5月 22日（日）全試合終了後実施 

 ② 場所 

   田辺中央体育館（〒610-0331 京都府京田辺市田辺丸山１９） 

 

 

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

