
 

 

 

 

 

 

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 和束町実行委員会、 

京都府自転車競技連盟 

 

２ 共催   公益財団法人日本自転車競技連盟   

 

３ 期日   2022年 5月 13日（金）から16日（月）まで（競技日数3日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 13日（金） 10：00～16：00 公式練習 

5月 14日（土） 9：00～17：00 
男子チームレース、女子チームレース、 

ミックスチームレース、公式練習 

5月 15日（日） 8：00～18：00 クロスカントリー・オリンピック 

5月 16日（月） 8：00～15：00 クロスカントリー・マラソン 

  ※ 荒天対応等の予備日：16 日（月）開催分が前日までに実施困難と事前に分かっ

ている場合、15 日の実施日程を調整してクロスカントリー・マラソンも実施す

る。 

  ※ レースまでに、競技参加選手は必ずコースの試走をすること。（大会当日もレー

ス開始前90分間コースを開放する。） 

 

４ 会場 

和束町 湯船森林公園内 湯船 ＭＴＢ ＬＡＮＤ 

（〒619-1203 京都府相楽郡和束町大字湯船小字薮田103） 

 

５ 募集枠 

  クロスカントリー・オリンピック ６００名 

  チームレース ２００名 ※４名１チーム（６名までエントリー可） 

  クロスカントリー・マラソン ４００名 

 

６ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

   国際自転車競技連合（UCI） MTB クロスカントリー・オリンピックルール及び、 

本大会申し合わせ事項による。 

 (2) テクニカルデリゲート  

   公益財団法人日本自転車競技連盟マウンテンバイク委員会  

          国際審判員 高橋 博 氏 

※2021年 4月 5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 

   競技は①クロスカントリー・オリンピック、②チームレース、③クロスカントリー

マラソンレースとし、②③はレクリエーションレースとし、各国選手との交流イベン

トとする。 

 

   ＜参考＞ 

   チームレース（TXC）2.0km 

 リレー形式にて１周2.0kmを各 1周し 4周回のゴール記録にて順位決定 

   クロスカントリー・オリンピック（XCO）4.5km 

    カテゴリーマスド（ユニット毎に）スタートとし、競技時間は1時間を設定 

   クロスカントリー・マラソン（XCM）9.0km 

    全員一斉スタートにより3時間の競技時間後の着順で決定 

 

７ 実施種別 

    （一般部門） 

性別 種別 年齢等カテゴリー 

男子 

クロスカントリー・オリンピック 
30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+, 

70+,75+,80+,85+ 

クロスカントリー・マラソン 年齢ｶﾃｺﾞﾘｰは設けない。 

チームレース 4人 1組 ※年齢ｶﾃｺﾞﾘｰは設けない。 

女子 

クロスカントリー・オリンピック 
30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+, 

70+,75+,80+,85+ 

クロスカントリー・マラソン 年齢カテゴリーは設けない。 

チームレース 4人 1組 ※年齢カテゴリーは設けない。 

ミックス チームレース 4人 1組 ※年齢カテゴリーは設けない。 

 

８ 参加資格 

(1) 年齢基準：30歳以上（1992年 12月 31日以前に出生した者） 

(2) 国際ランキングに順位付けられた競技者、UCI 登録チームのメンバーである競技者

は除かれる。 

(3) クロスカントリー・オリンピック競技に出場するためには、国際自転車競技連合加

盟の各国連盟発行の有効なライセンスが必要です。年間ライセンスを持たない競技

者については、本大会のみ有効の「臨時ライセンス」が用意されています。パスポ

ートや運転免許証などの有効な身分証明書を持って、会場で「臨時ライセンス」を

登録することができます。 

   このライセンスは、ワールドマスターズゲームズ 2021 年関西の大会に参加する

場合のみ有効です。このライセンスの料金は1,000円です。 

 

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。 



 

肢体不自由の方 

〇ビブス着用等による周知配慮 

     障がい種別を周知するためのビブス等を、希望者に配付する。 

聴覚障がいの方 

〇音声以外のスタート合図 

    光によるスタート合図を実施する。 

〇緊急ブザーの配付 

    体調不良や緊急事態を知らせるためのﾌﾞｻﾞｰを、配付する。 

〇ビブス着用等による周知配慮 

    障がい種別を周知するためのビブス等を、希望者に配付する。 

    BIBにマークを貼付し、他競技者とコースマーシャルに知らせる 

知的障がいの方 

〇分かりやすい説明等の配慮 

    競技ルールについて、分かりやすい説明に配慮する。 

〇ビブス着用等による周知配慮 

    障がい種別を周知するためのビブス等を希望者に配付する。 

 

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 

  メダルの対象は、各種別の年齢カテゴリー別に 1～3 位（金・銀・銅）とする。各種

目開催日の上位入賞者確定後ただちに、メダル授与を行う。ただし、XCO についてはメ

ダル授与のタイミング等、別途指示有り。 

 

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 

    レンタル希望の者はエントリー時に身長記入して申し込むこと。必ず申告の義務有

り。その後、大会実行委員会から連絡がある。 

・MTB １台 30,000円／期間中(バイク返却時に10,000円を選手へ返金する) 

   ・ヘルメットは5,000円で販売のみ。 

 

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 ※XCOは義務 

   国際サイクリング連盟（UCI）の規定に沿った自転車ウェア・ヘルメット・アイギ

ア・グローブなどを着用すること。レクリエーショナル種目については、ヘルメット、

グローブは必ず着用すること。走行に支障のない範囲で仮装可。 

 (2) 競技用具について ※XCOは義務 

   ・国際サイクリング連盟（UCI）が定めるマウンテンバイク 26“～29.5”ホイール

を使用する。両ブレーキのある機材を使用すること。 

   ・競技用具等のレンタル申込方法 

    ※参加申し込み時にレンタルバイク希望欄に身長を記入して申し込む。  

(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 ※XCOについては実施 

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 

    主催者代表（ディレクター）、ITOにて協議の上 

臨時変更などについては、SNSにて発信予定 

 

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。 

(2) 競技受付 

  ① 受付日時 

    2022年 5月 13日（金）～5月 16日（月） 各競技スタート90分前まで 

  ② 受付場所 

    レギュレーションセンター（湯船ＭＴＢＬＡＮＤ内） 

     駐車場 

（１）会場正面常設駐車場（150台）、（２）臨時駐車場（150台）を予定 

※臨時駐車場の場所及び駐車場利用料については追って公開する。 

  ③ 備  考 

    ライセンス、身分証明書を持参ください。ライセンスのないものは臨時登録手続

きが必要。 

 (3) チームマネージャーズ会議 

  ① 受付日時 

    2022年 5月 13日（金）13：00～13：30 

チームレース・レギュレーションミーティング 

2022年 5月 14日（土）13：00～13：30 

     クロスカントリーオリンピック・レギュレーションミーティング 

2022年 5月 15日（日）13：00～13：30 



 

     クロスカントリーマラソン・レギュレーションミーティング 

  ② 受付場所 

    レギュレーションセンター（湯船ＭＴＢＬＡＮＤ内） 

  ③ 備  考 

(4) 競技用具の点検 

   バイクの点検は実施しないが、レース当日機材に不備があった場合は出走できない。 

   ※会場内にオフィシャルメカニックを設置する。 

 

17 競技役員 

  次の競技役員を設定する。 

  コミッセールパネル 5名 

(1) UCI国際コミッセールおよびエリートナショナルコミッセールにて構成 

隣国有資格者及び国内UCI有資格者５名を予定 

 (2) アシスタントコミッセール 若干名 

    NF推薦者により構成 

 (3) レースドクター 1名 

    NF推薦者により構成し、救護関係については規則に従い別途構成される。 


