
 

 

 

 

 

 

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・滋賀実行委員会、ワールドマスターズゲ

ームズ 2021関西・彦根市実行委員会、一般財団法人滋賀陸上競技協会 

 

２ 共催   公益財団法人日本陸上競技連盟、公益社団法人日本マスターズ陸上競技 

連合、一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、滋賀県、彦根市 

 

３ 期日   2022年 5月 22日（日）（競技日数 1日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 22日（日） 

7：00～8：20 

8：20～8：30 

8：50～10：45 

10:00～11:00  

選手受付 

開会式 

競技開始 

表彰授与 

   ※ 荒天対応等の予備日：なし 

                

４ 会場 

(1) スタート地点  彦根ビューホテル 

  （〒522-0002 滋賀県彦根市松原町網代口 1435-91） 

(2) 彦根１０ｋｍロードコース 

 

５ 募集枠 

  1,120人 

 

６ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

   ＷＭＡ（世界マスターズ陸上競技協会）競技規則、及び本大会申し合わせ事項に則

して実施する。 

 (2) テクニカルデリゲート 

   世界陸上競技連盟 競技規則検討作業部会メンバー 

   世界パラ陸上競技連盟 技術委員会委員／技術コントロール責任者 

   公益財団法人日本陸上競技連盟 国際担当部長           

                                  関 幸生 氏 

(3) 大会ルール 

① 参加者はレース中いかなる方法によっても他人の助力を受けてはならない。 

② 審判員がレース続行不可能と判断した参加者、また、他の参加者への妨害（背走、

変則走など）になると判断した場合は、走行を中止させることがある。 

※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。 



 

③ 参加者は、自己の健康管理には十分注意し、健康診断を受けるなど各自の責任に

おいて参加すること。なお、大会中の事故、疾病等はすべて各自の責任として主

催者は一切の責任を負わない。 

④ 代理出走は一切認めない。仮に代理出走が発覚した場合は出走を取り消す。 

⑤ 関門制限時間は遵守すること。既定の関門制限時間までに明らかに間に合わない

場合には、審判員により走行の中止を勧告することがある。関門・収容について

異議申し立ては一切認めない。 

⑥ 災害、事件・事故により、コース内を緊急車両が走行する場合がある。参加者は

審判員・係員等の指示に従って、速やかな一時停止などに協力すること。 

⑦ WMG2021関西大会では、記録の公認は行わない。 

⑧ 10kmコースの 6.24km地点において 65分以内に通過すること。 

 

７ 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 ― ― 

30+、35+、40+、45+、50+、55+、

60+、65+、70+、75+、80+、85+、

90+、95+、100+ 

女子 ― ― 

30+、35+、40+、45+、50+、55+、

60+、65+、70+、75+、80+、85+、

90+、95+、100+ 

 

８ 参加資格 

(1) 参加者については、タイムの申告を求める。 

(2) 視覚障がい者で自走できない方は、伴走者をつけること。 

 

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 

〇給水配慮（上肢障がい者） 

    片腕を欠損している方に配慮し、給水ポイントにおいて、左右両側で給水を実施

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。 

〇障がい選手補助者の同行 

    競技エリアへの障がい選手補助者の同行に、配慮する。 

   ※注 車いすでの競技参加はできません。 

 



 

視覚障がいの方 

〇伴走者の参加 

    視覚障がいがある方が参加される場合、伴走者の参加に配慮する。 

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。 

〇障がい選手補助者の同行 

    競技エリアへの障がい選手補助者の同行に、配慮する。 

聴覚障がいの方 

〇掲示板等による情報配慮 

     競技状況等について、放送だけではなく掲示板にも表示する。 

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ブザーを、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。 

〇障がい選手補助者の同行 

     競技エリアへの障がい選手補助者の同行に、配慮する。 

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。 

〇障がい選手補助者の同行 

     競技エリアへの障がい選手補助者の同行に配慮する。 

精神障がいの方 

〇医師の指示や投薬スケジュールなどの把握による配慮 

     医師等からの指示や投薬スケジュールなどを把握し、病状のコントロールに配慮

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。 

〇障がい選手補助者の同行 

     競技エリアへの障がい選手補助者の同行に配慮する。 

 

10 年齢基準 

30歳以上（1992年 5月 18日以前に出生した者） 

 

11 表彰 

  男女・カテゴリー別に１～3位までの方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 

なし（競技用具等のレンタルは無し） 

 

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 

  ・ユニフォーム、履物については、特に規定なし。 

・ナンバーカードおよび計測チップは競技受付時に配付するので、レース中にナン 

バーが見えるように装着すること。 

(2) 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。 

(3) 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。 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.playtruejapan.org/entry_img/wada_code_2021_jp_20201218.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf


 

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。 

 (4) 荒天対応等 

   雨天決行とする。ただし、実施不可能な悪天候の場合は中止する。 

 

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。 

(2) 競技受付 

  ① 日  時 

     2022年 5月 22日（日）7：00～8：20 

   ② 場  所 

     彦根ビューホテル 

    （〒522-0002 滋賀県彦根市松原町網代口 1435-91） 

   ③ 備  考 

     ナンバーカードおよび計測チップを配布する。 

(3) WMG2021関西交流イベント 

    地元物産紹介など検討中 

https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2021/06/2021-IMGA-ADR.pdf
https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html

