
 

 

 

 

 

 

 

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、 

兵庫県実行委員会、宍粟市実行委員会、兵庫県カヌー協会 

 

２ 共催   公益社団法人日本カヌー連盟 

 

３ 期日   2022年 5月 19日（木）から 22日（日）まで（競技日数３日間） 

開催日 開催内容 

5月 19日（木） 
〇受付    10：00～16：00 

〇公式練習  10：00～16：00 

5月 20日（金） 

〇受付     8：00～ 9：00 

〇公式練習   8：00～ 9：00 

〇代表者会議  9：00～ 9：20     

〇開会式      9：30～       

〇競技（すべてのカテゴリー）    10：30～17：30   

5月 21日（土） 〇競技（すべてのカテゴリー）     8：00～17：30 

5月 22日（日） 
〇競技（すべてのカテゴリー）     8：00～16：00 

〇競技・閉会式（メダルセレモニー）16：30～17：30 

           ※参加チーム数により時間が変更となる場合があります。 

４ 会場 

音水湖カヌー競技場（〒671-4204 兵庫県宍粟市波賀町引原 328-44） 

 

５ 募集枠 

合計 35チーム 

男性 30+ 10チーム 

男性 45+ 10チーム 

女性 30+  5チーム 

混合 30+  5チーム 

混合 45+  5チーム 

  ※ 各カテゴリーでエントリーチーム数が 3チームに満たない場合は募集枠を他のカ

テゴリーへ充当することがある。その場合は全募集枠となる 35チームの範囲内とす

る。 

※ 1チームあたりの選手人数は 5名から 10人まで（役員を含む）とする。 

 

６ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

国際カヌー連盟（ICF）の競技規則および本大会規定・申し合わせ事項による。 

※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。 



 

(2) テクニカルデリゲート 

（公社）日本カヌー連盟 カヌーポロ競技運営委員会 副委員長 大城 良介 

(3) 大会ルール 

① 全カテゴリー共通項目 

・予選はリーグ戦、予選順位確定後ノックアウト方式による決勝トーナメント 

・試合時間は、前半 10分、ハーフタイム 3分、後半 10分 

・トーナメントでは同点の場合、連続した 5分ごとのピリオドで延長戦を実施し、 

どちらかのチームが最初に得点した時点で試合終了とする。 

・決勝戦および 3位決定戦は得点後タイムアウトを取る。それ以外は審判が特に指

示しない限り試合時間を止めずに行う。 

・メダルは各カテゴリーに 3位まで授与する。 

・主審および副審は試合を行なっていないチームの選手または監督・コーチが行う。

（記録員は大会役員が実施し、線審は大会役員または競技補助員が実施する。） 

② 男女混合カテゴリー  

・競技中は必ずコートに 1名以上女性が出場している状態を保つ。 

 

７ 実施種別 

（一般部門） 

性別 年齢カテゴリー 

男性 30+、45+ 

女性 30+ 

混合 30+、45+ 

  ※ 年齢カテゴリーはチーム内の最年少参加者の年齢により決定 

※ 若い年齢カテゴリーへのエントリーも可能 

※ エントリーチーム数が 3チームに満たない場合は競技を行わない。 

※ その場合は、他のカテゴリーへの再エントリーでの参加を認める（他の選手を追

加、削除して混合または他の年齢区分に参加することも認める） 

※ ダブルエントリー（一人で複数のカテゴリーにエントリー）を認めるが、その場

合の試合日程等の時間的な配慮は行わない。また、チームの中にシングルエントリ

ーの選手が 5名以上いること。 

     

８ 参加資格 

なし 

 

９ 年齢基準 

  30歳以上（2022年 12月 31日時点） 

 

10 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。 

 

11 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 

   ① 艇 ：5,000円/1艇・期間中 

   ② 備品(パドル、ライフジャケット、ヘルメット、スプレーカバー)：5,000円/一式・期間中 

    ※ 備品については個々の用具レンタルも同額とする。 

    ※ 競技会場にて、現金（日本円のみ）で支払うこと。 

    ※ レンタルする艇・備品は、共有して使用する（専属使用はできない）こと。 

また、使用後はその都度所定の位置に返却すること。 

数量、サイズについては限りがあるため希望に添えない場合がある。 

 

12 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 

   ・申し込みは、エントリーシステムのアンケート項目に記入することで、仮の申し込 

みとする。大会会場で本申込書にて申し込み、レンタル料は貸出を受ける際に現

金（日本円のみ）で支払うこと。 

・レンタル艇が貸出しできる状態にある場合に限り、大会期間中に艇が破損等した 

場合、当日レンタル申し込みも可とする。 

・貸出および返却は大会会場内で実施する。 

 

13 参加上の注意 

(1) 服装 

・競技中はルール規定通りの服装・装備とする。（艇、ヘルメット、パドル等） 

・同色のライフジャケットを使用しているなどチーム間の識別が不十分の場合、競技

本部が用意したビブスを着用する。 

・選手は選手名簿と同じ番号をつける。番号はライフジャケットとヘルメットに表示

する。 

(2) 競技用具等 

 ① 艇の輸送は次のタイミングで行う（予定）。 （費用は、選手各自負担となる。） 

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


 

申し込み等詳細は、別途メールにて案内する。 

ア 関西国際空港→音水湖カヌー競技場 

5月 17日～19日の間で、１～２回のみ（調整中） 

イ 音水湖カヌー競技場→関西国際空港 

5月 22日（日）または 5月 23日（月）で、１回のみ（調整中）  

※ 上記タイミング以外は各チームの責任で運搬する。 

 ② 保管は競技会場の指定場所に選手自身の責任において保管する。 

(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。 

 

14 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。 

 

15 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 

① 受付日時 

ア 5月 19日（木）10:00～16:00 

イ 5月 20日（金） 8:00～ 9:00 

  ② 受付場所 

競技会場（音水湖カヌー競技場） 

(3) 代表者会議 

① 開催日時 

5月 20日（金）9:00～9:20 ※10:30競技開始 

  ② 開催場所 

競技会場（音水湖カヌー競技場） 

  ③ 備  考 

チーム代表者が出席（ルールや大会運営上の注意点などの確認） 

 (4) 検定（競技用具の点検） 

チーム全員の競技用具の一斉事前検定は実施しないが、大会期間中に主催者及び審

判等から競技用具の検定の指示を受けた場合、または競技用具の不備について指摘さ

れた場合は臨時で検定を実施する。 


