
 

 

 

 

 

 

 

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、（一社）日本クレー射撃協会 

 

２ 主管   近畿ブロック（各府県）クレー射撃協会 

 

３ 協力   兵庫県クレー射撃協会、岡山県クレー射撃協会 

 

４ 期日   2022 年 5月 15日（日）から 22日（日）まで（競技日数 5日間.全 8日間） 

開催日（案） 開催時間 開催内容（案） 

5月 15日（日） 

 9:00～17:00 

13:00～ 

17:00～ 

19:00～ 

全種別(男女) 自由練習 

競技役員会議（岡山県クレー射撃場） 

競技説明会（岡山市内ホテル） 

開会式（岡山市内ホテル） 

5月 16日（月） 9:00～15:00 ISSF 女子ﾄﾗｯﾌﾟ/ｽｷｰﾄ/ﾊﾟﾗﾄﾗｯﾌﾟ 公式練習 

5月 17日（火） 9:00～17:00 ISSF 女子ﾄﾗｯﾌﾟ/ｽｷｰﾄ/ﾊﾟﾗﾄﾗｯﾌﾟ 1 日目 

5月 18日（水） 
9:00～14:00 

15:30～17:00 

ISSF 女子ﾄﾗｯﾌﾟ/ｽｷｰﾄ/ﾊﾟﾗﾄﾗｯﾌﾟ 2 日目 

ISSF 女子ﾄﾗｯﾌﾟ/ｽｷｰﾄ/ﾊﾟﾗﾄﾗｯﾌﾟ ﾌｧｲﾅﾙ 

5 月 19日（木） 9:00～15:00 ISSF 男子トラップ／スキート 公式練習 

5月 20日（金） 9:00～17:00 ISSF 男子トラップ／スキート 1日目 

5月 21日（土） 9:00～17:00 ISSF 男子トラップ／スキート 2日目 

5月 22日（日） 

9:00～13:00 

14:30～16:00 

19:00～ 

ISSF 男子トラップ／スキート 3日目 

ISSF 男子トラップ／スキート ファイナル 

表彰式・閉会式（岡山市内ホテル） 

※ クレー射撃競技の海外参加者の入出国期間・時間と空港を下記の通り限定する。

入出国に必要な銃砲所持許可等の手続きは、指定期間・指定時間及び指定空港でのみ

行う。 

 入国期間 2022 年 5月 13日（金）～5月 16日（月） 

 出国期間 2022 年 5月 21日（土）～5月 24日（火） 

 指定時間 9：00～18：00 

 指定空港 関西国際空港（KIX） 

※ 海外参加者は、実施要項の「１７ 海外参加者の注意事項」をよく確認し、エント

リー手続きを行うこと。 

※ 荒天対応等の予備日：なし 

 

５ 会場 

岡山県クレー射撃場（〒709-2134 岡山県岡山市北区御津下田 629番地） 

 

※2021 年 4月 26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。 



 

６ 募集枠 

(1) ISSF パラトラップ(125 撃+F)  30 人 

(2) ISSF トラップ（125 撃+F)    126 人 

(3) ISSF スキート（125 撃+F)    126 人 

計 282名 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

ISSF ルールに準じ、本大会申し合わせ事項による。 

(2) テクニカルデリゲート 

寺西 寛（一般社団法人日本クレー射撃協会 競技副委員長） 

(3) 大会ルール 

 ☆1選手あたり原則として、試合前に最低１試技（＝公式練習 1ラウンド）実施 

① ISSF パラトラップ(125 撃+F) 

障害種別を SG-S（車椅子）, SG-L（下肢）, SG-U（上肢）とし、男女混合で競技。 

年齢カテゴリー区分なし（30歳～）。個人は、障害種別ごとに 1～3位表彰。 

団体は、障害種別の区分なしに、男子 2名・女子 1名で事前申込。個人成績を合

計し、1～3位表彰。 

② ISSF 男子トラップ（125撃+F）、ISSF 女子トラップ（125撃+F） 

ISSF 男子スキート（125 撃+F）、ISSF 女子スキート（125撃+F） 

男女別、年齢カテゴリー（（A）30歳～49歳、（B）50歳以上）ごとに個人 1～3位、

団体（男子 2名・女子 1名で事前申込。個人成績を合計）1～3位表彰（メダル授

与）。 

  ③ 参加者全員に、大会受付時に参加賞および記念品授与。 

④ 審判・記録員等は ISSF ルールに準じ役員が担当・運営する。 

（セルフジャッジを行う場合がある） 

 

８ 実施種別 

    （一般部門） 

種別 性別 年齢 備考 

トラップ 

個人 
男子 30+, 50+ 

 
女子 30+, 50+ 

団体 男 2・女 1 30+ 
個人成績を合計して 1～3 位表彰

（団体として試技は実施しない） 

スキート 

個人 
男子 30+, 50+ 

 
女子 30+, 50+ 

団体 男 2・女 1 30+ 
個人成績を合計して 1～3 位表彰

（団体として試技は実施しない） 

  （障がい者部門） 

種別 性別 年齢 備考 

パラトラップ 
個 

人 

SG-S（車椅

子） 混合 30+ 

障害種別を区別せずに、一

般部門とともに試技を行

う場合がある SG-L（下肢） 



 

SG-U（上肢） 

団体 男 2・女 1 30+ 
個人成績を合計して 1～3 位表彰

（団体として試技は実施しない） 

※ 自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加：不可 

 

９ 参加資格 

(1) 一般部門への国内の参加希望者は、日本国内で適法な銃砲所持許可証、火薬譲受許

可証等の資格の保有者であり、大会までに（一社）日本クレー射撃協会へ選手登録す

ること。 

※参加時に、（一社）日本クレー射撃協会登録証の写し及び銃砲所持許可証の写しの

提出が必要。 

※但し、2021 年２月 28日までにエントリ－した者についてはこの限りではない。 

(2)パラトラップ部門への国内の参加希望者は、参加を申し込む前に（特非）日本障害者

スポーツ射撃連盟、並びに（一社）日本クレー射撃協会パラ・クレー部会へ選手登録

すること。 

※参加時に、（特非）日本障害者スポーツ射撃連盟の会員証の写し、並びに（一社）

日本クレー射撃協会パラ・クレー部会の会員証の写し及び銃砲所持許可証の写し

の提出が必要。 

※但し、2021 年２月 28日までにエントリ－した者についてはこの限りではない。 

(3) 海外から一般部門への参加を希望する者は、国際射撃スポーツ連盟（ISSF）加盟団

体への登録選手で、当該団体が出場を認めた選手であること。 

※参加申込時に選手登録証の写しの提出が必要。 

(4) 海外からパラトラップ部門への参加を希望する者は、World Shooting Para Sport

又は自国射撃スポーツ連盟（National Federation）への登録選手で、当該団体が出場

を認めた選手であること。 

※参加申込時に選手登録証の写しの提出が必要。 

 

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 

2022 年 5月 22日（日）19:00～、表彰式（兼 閉会式）にてメダル授与。 

（会場＝競技運営本部と同じホテルの宴会場等） 

(1) ISSF パラトラップ 

男女混合。年齢別のカテゴリー区分なし。障害種別ごと個人 1～3位。 

団体（男子 2名・女子 1名。個人成績を合計）1～3位表彰（メダル授与）。 

(2) ISSF トラップ男子・ISSF トラップ女子、ISSF スキート男子・ISSF スキート女子 

男女別、年齢カテゴリー（（A）30 歳～49 歳、（B）50 歳以上）ごとに個人 1～3 位、

団体（男子 2名・女子 1名で事前申込。個人成績を合計）1～3位表彰（メダル授与）。 

 

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） 

① トラップ、スキート、パラトラップ参加者（国内･国外不問）    10,000 円 

② 海外からの参加希望選手のみ、銃砲輸出入手続き･輸送に係る費用  25,000 円 

(3) 競技用具等のレンタル 

なし 

 (4) 実包の種類と価格 

PRO-EXTRA mirage   T4-24g-7.5／T4-24g-9 （25発 1,150 円、500 発 22,500 円） 

GRAND ITALIA mirage T3-24g-9       （25発 1,100 円、500 発 21,500 円） 

COMPETITION mirage  T2-24g-7.5／T2-24g-9 （25発 1,050 円、500 発 20,000 円） 

※ 支払い方法は、現地での現金払い（日本円）のみ。実包の種類とおよその必要

数を参加申込み時に申告すること。 

(5) 開会式・ウェルカムパーティー料金        15,000 円（予定） 

2022 年 5月 15日（日）19:00～。場所：競技運営本部と同じホテルの宴会場（予定） 

 (6) 表彰式・閉会式・フェアウェルパーティー料金   15,000 円（予定） 

2022 年 5 月 22 日(日)19:00～。場所：競技運営本部と同じホテルの宴会場（予定） 

※ その他、公式練習・自由練習のラウンド代（1,200 円程度）、装弾の廃棄費用（参考

として、100 円/1 発＋運賃 25 発毎に 5,000 円＋手数料 2,000 円/1 件程度）が必要

となる。（支払い方法は、現地での現金払い（日本円）のみ） 

※ 海外からの参加者は、会場を退出する際、装弾を持ち出すことはできない。なお、

各ファイナル後及び大会終了後、練習撃ち（クレー放出）により、残った装弾を消

費することができる。(予定)  

  

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) 大会参加申込期間 

 ア  日本国外在住者：2022 年 1月 31日まで 

 イ 日本国内在住者：2022 年 2月 28日まで 

 ※ア 日本国外在住者は、エントリーシステムでの大会参加申込の後、最終エン



 

トリーシートを作成し、2022 年 2月 20 日までに提出する必要がある。最終エン

トリーシートの作成方法及び提出方法は、2022 年 1 月に大会ホームページに公

開する。日本での銃砲所持許可手続きに必要な情報を登録すること。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

・競技中の服装は、ISSF ルールによる。 

・ゼッケンは受付時に配布 

(2) 競技用具等 

・自己所有の銃砲での参加に限る。 

・実包は、海外からの参加者については、岡山県クレー射撃場にて購入し、全弾消費す

ること。国内の参加者は、各人の責任において、実包を適法に輸送・保管すること。 

・競技実施までの所定期間に、競技会場で銃砲審査を受けること。 

・国内の参加者は、銃砲を参加者各人の責任において適法に輸送・保管する。 

・海外からの参加者については、日本滞在期間における自己所有の銃砲の持ち込み・

持ち出しに必要な銃砲所持許可、銃砲の輸入・輸出や銃砲の輸送・保管、弾薬の購

入等は、大会組織委員会が指定する手続きに従って行うこと。 

・海外参加者の銃砲の持ち込み及び持ち出しは、必ず自分の入出国時に行うこと。銃

砲を他人に預けて入出国することはできない。 

・海外からの持ち込み銃数は１丁のみとする。予備銃の持ち込みを禁止する。また、

最終エントリーシートに登録した銃砲以外を持ち込むことはできない。 

・海外からの弾薬の入国時の持ち込みは禁止する。競技会場で販売する弾薬を購入し

使用すること。入国時に弾薬を持ち込んだ場合は、空港で廃棄される。その際の廃

棄費用は、参加者の負担となる。弾薬はすべて競技会場で消費し、残弾は競技会場

で回収・廃棄する。出国時に持ち出すことはできない。 

※ 手続きの関係上、入出国空港は関西国際空港のみとする。他空港での入出国は一

切認めない。 

※ 関西国際空港と競技会場間の参加者の輸送は行わない。各自で移動すること。 

(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。 

 (5) 荒天対応等 

   小雨決行。試合実施中に落雷の恐れがある場合は試合を中断する。 

荒天により試合開催・続行が不可能と判断される場合は当該の試合を中止とし、順

延は行わない。（気象状況に応じて、中止等の変更は適宜報告・発表する［会場・参

加者宿泊先/大会事務局設置ホテル内の掲示など］） 

 

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) 競技参加申込受付、射順抽選会（全種目） 

① 申込受付 

  国外居住者：2022 年 1月末まで 

国内居住者：2022 年 2月末まで 

  ② 射順抽選会 

2022 年 4月末開催(兵庫県内(会場未定))  

  ③ 備考 

参加者が各自所有の銃砲を開催地へ持ち込むにあたって、参加者・関係省庁間等

での諸般の受け入れ手続きは組織委員会が指定する手続きに従って行うこと。時間

を要する場合があるため期日・必要書類等にご留意ください。 

2022 年 2月末時点でのエントリー情報をもとに、競技団体が射順を抽選。 

射順表は、大会ホームページの競技別サイトに掲載。受付状況によっては射順の

変更あり。 

(3) 競技受付（登録者確認） 

① 日時 

  2022 年 5月 15日（日）9:00～16:30 （全種別（男女）自由練習日、開会式） 

  2022 年 5月 16日（月）9:00～16:30 （女子全種別、パラトラップ 公式練習日） 

  2022 年 5月 19日（木）9:00～16:30 （男子全種別 公式練習日) 

   ※参加する種別の開催前日までに大会受付・競技受付を行うこと。（大会当日の  



 

朝の受付はない。） 

  ※各種別の競技１日目の開始式において、競技に関する簡単な注意や連絡を行う。 

② 場所 

  競技運営本部と同じホテルの会議室等（調整中） 

③ 備考 

代理人（チームの場合は代表者を含む）による競技受付手続きも可能。（大会受付

は、ADカードを発行するため、参加者本人による受付が必要となる。） 

※この時点では新規の選手登録は一切行わない（国内外不問） 

(4) 競技役員会議 

① 日時 

2022 年 5月 15日（日）13:00～ 

  ② 場所 

競技会場（岡山県クレー射撃場） 

  ③ 備考 

競技・記録担当者による打ち合わせ 

(5) 競技説明会 

 ① 日時 

2022 年 5月 15日（日）17：00～ 

  ② 場所 

競技運営本部と同じホテルの会議室等（調整中） 

  ③ 備考 

対象者＝参加選手、役員、運営ボランティア。参加は任意。参加費は不要。 

(6) 開会式・ウェルカムパーティー 

① 日時 

2022 年 5月 15日（日）19：00～ 

  ② 場所 

岡山市内（競技運営本部と同じホテルの宴会場等）（調整中） 

  ③ 備考 

対象者＝参加選手・同伴者、役員、運営ボランティア。参加は任意。事前申し込

み制で、参加費が必要。 

(7) 選手競技用具審査等 

① 日時 

各種目の競技開始前日または競技初日の競技開始前 

  ② 場所 

競技会場（岡山県クレー射撃場） 

  ③ 備考 

ISSF 規定に照らして参加選手の服装、銃砲等を審査 

(8) 表彰式・閉会式・フェアウェルパーティー 

① 日時 

2022 年 5月 22日（日）19：00～ 

  ② 場所 

岡山市内（競技運営本部と同じホテルの宴会場等）（調整中） 

  ③ 備考 

対象者＝参加選手・同伴者、役員、運営ボランティア。参加は任意。事前申し込



 

み制で、参加費が必要。 

  

17 海外参加者の注意事項 

日本では、銃砲所持に関する非常に厳しい法律と規制が定められている。 

大会へのエントリーや、日本入出国時、日本滞在期間における自己所有の銃砲の持ち

込み・持ち出しに必要な銃砲所持許可、銃砲の輸入・輸出や銃砲の輸送・保管、弾薬の

購入等は、大会組織委員会が指定する手続きに従って行うこと。 

 

(1) エントリー受付期間と最終エントリーシートの提出期限 

大会エントリーシステムでのエントリー申し込み後に、最終エントリーシートを作

成し、2022 年 2月 20日までに提出する必要がある。 

  ① 大会エントリーシステムでのエントリー申し込み 

   期限 2022 年 1月 31日（月） 

  ② 最終エントリーシートの提出 

   期限 2022 年 2月 20日（日） 

 ・最終エントリーシートの作成方法及び提出方法は、2022 年 1月に大会ホームペ

ージに公開する。日本での銃砲所持許可手続きに必要な情報を登録すること。 

 ・2022 年 2月 20日（日）までに最終エントリーシートの提出が無い場合、エン

トリーはキャンセルとなる。 

(2) 日本での銃砲所持許可手続き 

 日本での銃砲所持のためには、日本入出国時に空港で警察及び税関の検査を受

け、銃砲所持許可と輸入・輸出の手続きを行う必要がある。 

・手続きの関係上、クレー射撃競技の海外参加者の入出国期間・時間と空港を下

記の通り限定する。指定期間・指定時間及び指定空港以外での入出国は一切認めな

い。 

  入国期間 2022 年 5月 13日（金）～5月 16日（月） 

  出国期間 2022 年 5月 21日（土）～5月 24日（火） 

  指定時間 9：00～18：00 

  指定空港 関西国際空港（KIX） 

・海外の空港から、関西国際空港へ直接入国する航空便に限定する。（日本国内の

他空港への入国後に、関西国際空港への乗継便を利用することはできない。） 

・海外選手の銃砲の持ち込み及び持ち出しは、必ず自分の入出国時に行うこと。

銃砲を他人に預けて入出国することはできない。 

・海外からの持ち込み銃数は１丁のみとする。予備銃の持ち込みを禁止する。ま

た、最終エントリーシートに登録した銃砲以外を持ち込むことはできない。 

・海外選手の弾薬の入国時の持ち込みは禁止する。競技会場で販売する弾薬を購

入し使用すること。入国時に弾薬を持ち込んだ場合は、空港で廃棄される。その場

合、廃棄費用は参加者の負担となる。競技会場で購入した弾薬はすべて競技会場で

消費すること。残弾は競技会場で回収・廃棄され、出国時に持ち出すことはできな

い。 

(3) 銃砲の輸送・保管 

 海外参加者の銃砲は、入国時の銃砲検査の後、大会組織委員会が委託した輸送業

者により関西国際空港と競技会場間を輸送する。出国時の競技会場から関西国際空

港間の銃砲の輸送方法と、参加者への返却方法は、後日公表する。出国時も関西国



 

際空港で銃砲検査を受けなければならない。 
・関西国際空港と競技会場間の参加者の輸送は行わない。各自で移動すること。 

・海外参加者の銃砲は、大会期間中、競技会場の銃砲保管庫で保管する。銃砲を競

技会場外に持ち出すことはできない。 

 

 

(4) 最終エントリーシートの必要情報（予定） 

Athlete information 

Name Sex Date of birth 

Nationality Residential address Address in Japan 

Passport number Passport date of expiry Passport ID page photo 

Name of federation Registration ID number Registration ID photo 

Mailing address Visa application  

Event entry 

 □ISSF Trap Men 

 □ISSF Skeet Men 

□ISSF Trap Women 

□ISSF Skeet Women 
□ISSF Para Trap Mixed 

Firearms 

Type Action type Manufacturer 

Model Serial number Overall length 

Barrel length Gauge Market price 

Photo of whole firearm Photo of serial number 

of firearm 

Spare barrel 

Ammunition you will purchase at the venue 

Manufacturer Quantity Gauge 

Flight information 

Flight information(Arrival) Flight information(Departure) 

Accommodation information 

Hotel Address Date of check in and out 

Your contact information in Japan 

Mobile phone number E-mail address  

 


