
 

 

 

 

 

 

 

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関西徳島県実行委員会、徳島県ボウリング連盟 

 

２ 共催   公益財団法人全日本ボウリング協会 

 

３ 期日   2022年 5月 20日（金）から 23日（月）まで（競技日数４日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 20日（金） 9:00～19:00 シングルス予選（50+,60+,70+） 

5月 21日（土） 9:00～16:30 シングルス予選（30+,40+）・決勝 

5月 22日（日） 9:00～21:30 ダブルス予選・決勝 

5月 23日（月） 9:00～18:00 トリオ予選・決勝 

   ※ シングルスの各年齢区分の予選日程は、参加申込の状況により、5 月 20 日及び

21日の開催時間の範囲内で変更する場合がある。 

   ※ 上表の開催時間は目安であり、最終的な競技スケジュールは、エントリー締切後

に確定し、公表する。 

 

４ 会場 

(1) スエヒロボウル（〒770-0865 徳島県徳島市南末広町 4-95） 

(2) ぽっぷ・ジョイ石井（〒779-3200 徳島県名西郡石井町高原中須 16-1） 

  ※ 競技区分、性別及び年齢区分（以下「種別」という。）ごとの実施会場は、エント

リー締切後に決定し、公表する。 

 

５ 募集枠 

(1) シングルス 498名 

(2) ダブルス 251チーム（502名） 

(3) トリオ 108チーム（324名） 

  ※ 複数の競技区分に重複して参加することができる。 

※ この募集枠は、各性別及び年齢区分の募集枠を合計した最大値であり、参加申込

の状況により(1)から(3)までに記載する人数又はチーム数に達しない参加者数で募

集を締め切る場合がある。 

 

６ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

この文書及び別に定める競技会規則に記載する事項による。これらの文書に記載の

ない事項については、世界ボウリング連盟が定める競技規則による。 

(2) テクニカルデリゲート 

岩本 昭（徳島県ボウリング連盟理事長） 

※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 

① 試合方式 

   ア 共通 

     競技はデュアルレーン方式（アメリカ方式）により実施する。 

イ シングルス 

     予選として、全選手 6ゲームを実施する。予選の前半 3ゲームと後半 3ゲーム

はレーンを移動して行い、その合計スコアにより、上位 8名が準々決勝に進出す

る。準々決勝、準決勝、3位決定戦及び決勝は、1ゲームのトーナメントにより実

施する。 

ウ ダブルス 

 予選として、チームの 2名がそれぞれ 3ゲームを実施する。予選の 6ゲームの

合計スコアにより、上位 4 チームが準決勝に進出する。準決勝、3 位決定戦及び

決勝は、トーナメントとし、チームの 2名がそれぞれ 1ゲームを実施した 2ゲー

ムの合計スコアにより勝敗を決定する。 

ダブルス（混合）は、女性選手に、ハンディキャップとして 1ゲーム当たり 15

点を加える。 

エ トリオ 

 予選として、チームの 3名がそれぞれ 3ゲームを実施する。予選の 9ゲームの

合計スコアにより、上位 4 チームが準決勝に進出する。準決勝、3 位決定戦及び

決勝は、トーナメントとし、チームの 3名がそれぞれ 1ゲームを実施した 3ゲー

ムの合計スコアにより勝敗を決定する。 

女性選手には、ハンディキャップとして 1ゲーム当たり 15点を加える。 

② 選手登録・受付 

    出場する種別に係る自らの競技開始 30分前までに受付を済ませること。 

③ 同位の裁定 

ア シリーズにおいて同点の場合は、最高ゲームと最低ゲームの差の最も少ないも

のを上位とする。 

イ 2 シリーズ以上の競技において同点の場合、最高シリーズと最低シリーズの差

の最も少ないものを上位とする。 

ウ 1 ゲームのスコアが同点の場合及び「ア」の得点差が同じ場合は、個人又はチ

ーム戦で第 10フレームまでを含めたストライク数の多いものを上位とする。 

エ さらにストライク数が同じ場合は、スペア数の多いものを上位とする。 

オ スペア数が同じ場合は、さらに 1ゲームの決勝戦を行い、勝者を決定する。 

 

７ 実施種別 

（一般部門） 

競技区分 性 別 年齢区分 

シングルス 
男 性 30+,40+,50+,60+,70+ 

女 性 30+,40+,50+,60+,70+ 

ダブルス 

男 性 30+,40+,50+,60+,70+ 

女 性 30+,40+,50+,60+,70+ 

混 合 30+,40+,50+,60+,70+ 

トリオ 区分なし 30+,40+,50+,60+,70+ 



 

   ※ ダブルス及びトリオについては、最年少の者の年齢を適用する。 
   ※ 選手は、2022 年 12 月 31 日時点の年齢に基づき、指定された年齢グループで競

わなければならない。ただし、下の年齢カテゴリーへ参加を希望する場合は、こ
の限りでない。 

 

８ 参加資格 

  特になし 

 

９ 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 

   競技会場に、手話通訳者を配置する。 

 

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 

  各種別の第 1位から第 3位までの選手に対してメダルを授与する。 

 

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 

次のとおりボウリングシューズのレンタルが可能である。ただし、数には限りがあ

り、レンタル料金の支払いには硬貨が必要である。 

会場名 レンタル料金 備考 

スエヒロボウル 200円 サイズは、16cmから 32cmまで 

ぽっぷ・ジョイ石井 300円 サイズは、14cmから 30cmまで 

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


 

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 

ボウリングシューズのレンタル申込方法については、競技会場のルールに従うこと。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

上衣に氏名が明記されていること（背面に記載されていることが望ましい）。 

男性については短パン及びハーフパンツ、男女両方については袖の無いシャツを着

用しないことが望ましい。 

また、ダブルス又はトリオでは、チーム全員が同一のユニフォームを着用すること

が望ましい。 

(2) 競技用具等 

ハウスボール又は世界ボウリング連盟が定める競技用具の規格に適合したものを使

用すること。 

会場へのボールの持ち込みは、一人当たり４個までとする。 

また、ボウリングシューズを着用すること。 

(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

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


 

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。 

(2) 競技受付 

① 受付日時 

競技を行う各日 7:30～ 

  ② 受付場所 

各日につき、自分が競技を行う競技会場 

(3) 表彰式 

   表彰式は、種別ごとに、決勝後、決勝を行った競技会場において実施する。詳細な

日時及び場所は、エントリー締切後に確定し、公表する。 

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

