
 

 

 

 

 

 

 

 

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関西福井県実行委員会 

 

２ 共催   公益財団法人日本ライフセービング協会 

 

３ 主管   福井県ライフセービング協会、若狭和田ライフセービングクラブ 

 

４ 期日   2022年 5月 21日（土）から 22日（日）まで（競技日数 2日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 20日(金) 

 

10：00～20:00 
 

 

競技用具の点検 

5月 21日(土) 9:00～17:00 

ビーチフラッグス 

ランスイムラン 

サーフスキーレース 

オーシャンＭ 

サーフレース 

ボードレース 

5月 22日(日) 9:00～17:00 

ビーチスプリント 

ビーチリレー 

サーフチームレース 

サーフスキーリレー 

ボードリレー 

オーシャンＭライフセーバーリレー 

２ｋｍビーチラン 

３×１ｋｍビーチランリレー 

 

５ 会場 

若狭和田ビーチ（〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田 120-22-4） 

 

６ 参加人員（募集枠） 

  500人 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

国際ライフセービング連盟（ＩＬＳ）競技規則 

「The ILS Competition Rulebook」 

(2) テクニカルデリゲート（職氏名） 

   日本ライフセービング協会 常務理事 宮部周作 

※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。 



 

(3) 大会ルール 

国際ライフセービング連盟（ＩＬＳ）競技規則 

「The ILS Competition Rulebook」 

 

８ 実施種別 

  （一般部門） 

性

別 
種別 競技レベル 年齢等カテゴリー 

男

子 

ビーチフラッグス 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ランスイムラン 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

サーフスキーレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

オーシャンＭ 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

サーフレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ボードレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ビーチスプリント 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ビーチリレー 

(4名 1組) 
区分なし 

100-119,120-139,140-169,170-199, 

200-229,230+ 

サーフチームレース 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

サーフスキーリレー 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

ボードリレー 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

オーシャンＭライフセー

バーリレー(4名 1組) 
区分なし 

100-119,120-139,140-169,170-199, 

200-229,230+ 

２ｋｍビーチラン 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

３×１ｋｍビーチランリ

レー(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

 

 

 

女

子 

 

 

 

 

 

ビーチフラッグス 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ランスイムラン 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

サーフスキーレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

オーシャンＭ 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

サーフレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

女

子 

ボードレース 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ビーチスプリント 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

ビーチリレー 

(4名 1組) 
区分なし 

100-119,120-139,140-169,170-199, 

200-229,230+ 

サーフチームレース 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

サーフスキーリレー 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

ボードリレー 

(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

オーシャンＭライフセー

バーリレー(4名 1組) 
区分なし 

100-119,120-139,140-169,170-199, 

200-229,230+ 

２ｋｍビーチラン 区分なし 
25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54, 

55-59,60-64,65-69,70-74,75+ 

３×１ｋｍビーチランリ

レー(3名 1組) 
区分なし 

75-99,100-119,120-139,140-159, 

160-179,180-199,200+ 

 ※ 自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加を不可とする。 

 ※ チーム年齢の算定は、出場選手年齢の合計とする。 

 ※ 団体種別は３種別までの参加とする。 

 ※ 個人種別については参加数の制限を定めない。但し、競技進行の都合上、希望する 

競技種目の一部に参加できない可能性がある。 

 ※ オーシャンＭライフセーバーリレーは男子 4名 1組、女子 4名 1組でのチーム編成 

のみで、男女混合でのチーム編成は行えない。 

 ※ 団体種別のチーム構成は、国籍や所属クラブが異なる混合編成を可能とする。また、

チーム名は任意に設定できるが公序良俗に反していないものとする。 

なお、チームキャップについては、各個人の所属クラブのキャップを被るものとし、

必ずしもチームメンバーで統一しなくても良い（チームメンバー全員分の準備が可

能な場合はキャップの統一を推奨する）。 

 

９ 参加資格 

  認定されたライフセービングクラブに所属していること。 

 

10 年齢基準 

25歳以上（1997年 12月 31日以前に出生した者） 

年齢は 2022年 12月 31日時点のものとする。ワールドマスターズゲームスの開催時 

に 39歳で、2022年 12月 31日までに 40歳になった場合は 40歳～44歳のカテゴリー 

の出場となる。 

 

11 表彰 

メダルの対象は、各カテゴリー別に 1～3位※（金・銀・銅）とする。 

※ カテゴリーによっては、1～2位のみのカテゴリーもある。 

 

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。） 

※ 上記の基本料金でワールドマスターズゲームズ 2021 関西において開催される 59

競技種目のうち、ライフセービング競技を含めて 5競技種目まで出場可能。 

※ ライフセービング競技においては、団体種別は３種別まで、個人種別は無制限に 

出場可能。 

※ 競技進行の都合上、希望する競技種目の一部に参加できない可能性がある。 

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 

・パドルボード 

・サーフスキー（パドルについては販売となります。） 

(4) オリジナルラッシュの配布 

競技受付時に競技参加者全員にオリジナルラッシュを１枚無償で配布する予定です。 

※サイズ表 

 
 

13 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 

下記の競技用具についてレンタルを希望する者は、大会参加申込時にエントリーシ

ステムから申し込むこと。 

・パドルボード 

株式会社ＴＫＳ（https://www.tks-lifesaving.com/wmg2021/） 

・サーフスキー 

エピック・カヤック・ジャパン（https://www.epickayaks.jp/p/wmg2021.html） 

サーフスキーについてパドルの購入を希望する者も同様に大会参加申込時にエント 

リーシステムから申し込むこと。 

サイズ サイズ番号 胸囲

XS 14 80-85㎝

S 16 85-90㎝

M 18 90-95㎝

L 20 95-100㎝

XL 22 100-105㎝

XXL 24 105-110㎝

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.tks-lifesaving.com/wmg2021/
https://www.epickayaks.jp/p/wmg2021.html


 

パドルボード、サーフスキーともに上記サイトで示されているレンタル料は税別の 

金額であり、別途消費税が必要。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

  The ILS Competition Rulebookに準ずること。 

(2) 競技用具 

  The ILS Competition Rulebookに準ずること。 

(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。 

 

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。 

 

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。 

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/guideline.html


 

(2) 競技受付（予定） 

① 受付日時 

〔前日受付〕2022年 5月 20日（金）10：00～21：00 

  ② 受付場所 

マスターズビレッジ福井（福井県大飯郡高浜町和田 123-24-2 和田町立公民館内） 


