
 

 

 

 

 

 

 

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、徳島県ゴルフ協会 

 

２ 共催   公益財団法人日本ゴルフ協会 

 

３ 期日   2022年 5月 23日（月）から 27日（金）まで（競技日数４日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 23日（月） 7:30～17:30 

予選（第 1ラウンド） 

（徳島カントリー倶楽部、グランディ鳴門ゴルフ

クラブ 36（Eastコース）、鳴門カントリークラブ、

Jクラシックゴルフクラブ、タカガワ東徳島ゴル

フ倶楽部） 

5月 24日（火） 7:30～17:30 

予選（第 2ラウンド） 

（徳島カントリー倶楽部、グランディ鳴門ゴルフ

クラブ 36（Eastコース）、鳴門カントリークラブ、

Jクラシックゴルフクラブ、タカガワ東徳島ゴル

フ倶楽部） 

5月 25日（水） 7:30～17:30 

予選（第 3ラウンド） 

（徳島カントリー倶楽部、グランディ鳴門ゴルフ

クラブ 36（Eastコース）、鳴門カントリークラブ、

Jクラシックゴルフクラブ、タカガワ東徳島ゴル

フ倶楽部） 

5月 26日（木） ― 休養日（競技実施なし） 

5月 27日（金） 
7:30～17:30 

18:00～ 

決勝（徳島カントリー倶楽部） 

表彰式 

  ※参加人数により、会場が変更になることがあります。 

 

４ 会場 

(1) 徳島カントリー倶楽部（〒779-3133 徳島県徳島市入田町月の宮 227） 

(2) グランディ鳴門ゴルフクラブ 36（Eastコース） 

（〒771-0376 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋 182） 

(3) 鳴門カントリークラブ（〒771-0364 徳島県鳴門市瀬戸町北泊字北泊 529-1） 

(4) Jクラシックゴルフクラブ（〒771-1501 徳島県阿波市土成町秋月字明月 176-1） 

(5) タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部（〒771-3201 徳島県名西郡神山町阿野字歯ノ辻 499） 

 

５ 参加人員（募集枠） 

900名 

※2021年 8月 4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 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

R&A及び USGAが定めるゴルフ規則（2019年１月施行）と本大会ローカルルールと競

技の条件（TBD）を適用する。追加や修正は会場に掲示される。 

(2) テクニカルデリゲート 

大久保 裕司（日本ゴルフ協会外交担当部長及び規則担当） 

(3) 大会ルール 

① 試合形式 

   ・予選として、異なる 3 つの競技会場でそれぞれ 1 ラウンド（18 ホール）、合計 3

ラウンド（54ホール）を実施する。 

   ・競技は、ステーブルフォード制（パーを 2ポイントとし、パーより打数が少ない

場合は 1 打ごとに 1 ポイントを加算し、パーより打数が多い場合は 1 打ごとに 1

ポイントを減算する。ただし、1ホールにつき 0ポイントを下回らない。）により

実施する。各ホールについてポイントを得られなかった選手は、自分のボールを

ピックアップすべきである。 

   ・選手は、主催者が決めた組（原則として同じ性別及び年齢区分（以下「種別」と

いう。）の選手 4人により構成する。）によりプレーすることとする。組を構成す

る選手は、日ごとに入れ替えるものとする。 

・各種別ごとに、予選 3ラウンドの合計ポイントを比較して決勝に進出する選手を

決定する。当該合計ポイントは、スクラッチ方式及びハンディキャップ方式の両

方で算出し、それぞれの方式及び種別ごとに、別途定める数の決勝進出者を予選

の成績上位者から順に決定する。但し、ハンディキャップ方式の決勝進出者はス

クラッチ方式による決勝進出者を除いた順位で決定する。 

   ・各選手の競技開始時間は、あらかじめ主催者が決定する。 

② ハンディキャップ 

   ・主催者は、適切な競技運営が行われるよう、選手が申告したハンディキャップイ

ンデックスを減らす権利を有する。 

③ その他 

   ・キャディの帯同は認めない。 

 

７ 実施種別 

性別 年齢区分 

男子 30+, 45+, 55+, 65+, 75+ 

女子 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 

※ 参加状況等によりカテゴリーを変更する場合がある。 

 

８ 参加資格 

エントリーの際に、ワールドハンディキャップシステムによるハンディキャップイン

デックスを証する文書を、エントリーシステムによりアップロードすること。 

 ＊ワールドハンディキャップシステムを採用していない国については、その国の統轄団

体が発行するハンディキャップインデックス証明書でもよい。 

 

 



 

９ 年齢基準 

30歳以上（1992年 12月 31日以前に出生した者） 

   この競技特有の規則にしたがって、競技者は 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。例えば、ワールドマスターズゲー

ムズ 2021 関西の大会期間中にあなたが 39 歳であっても、2022 年 12 月 31 日までに

40歳になる場合、40+の年齢カテゴリーに参加しなければならない。 

   ただし、下の年齢カテゴリーへ参加を希望する場合はその限りではない。 

 

10 表彰 

スクラッチ方式及びハンディキャップ方式により予選及び決勝の 4ラウンドの合計ポ

イントを計算し、それぞれの方式について、各種別ごとに順位を決定し、各種別の第 1

位から第 3位までの者にメダルを授与する。表彰対象順位にタイが生じた場合、マッチ

ングスコアカード方式により順位を決定する（詳細は会場に掲示される）。 

   

 

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） 

5,000円 エントリー時にエントリーシステムにて徴収する。 

特別追加料金（エクストラフィー）は、競技日のプレー代金（乗用カート、諸経費、

ゴルフ場利用税を含む）に充当される。ただし、クラブハウスやコース売店での飲食

や物品の購入代金は個人負担となる。 

(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） 

  

12 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。 

 

13 参加上の注意 

(1) 服装 

ジーンズ、鋲のついたパンツ、カーゴ・パンツ、紐やゴムのパンツは禁止とする。

ゴルフシューズは、金属スパイクではないものとする。 

(2) 競技用具等 

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


 

① 競技用具は、R&A及び USGAが定めるゴルフ規則に定める事項及び本大会申し合わ

せ事項に適合するものであること。 

② 選手は、自分でゴルフクラブ、ゴルフボールその他の競技用具を準備し、保管し、

及び輸送すること。ただし、輸送については、主催者において準備する輸送手段（バ

スなど。運行ルート等の詳細事項については、後日公表する。）を利用することがで

きる。 

③ 各競技会場では、乗用カートを使用することができるが、手押しカートを使用す

ることができない。 

④ GPS 方式を含め距離測定器は使用することができるが、風速や勾配を測る機能は

使用することができない。 

(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 

① 荒天により競技への悪影響が想定される場合は、主催者は、プレーの条件及びラ

ウンド数・ホール数を変えることができる。 

② 競技は 1 ラウンド（18 ホール）終了を持って成立し、予選 3 ラウンド（54 ホー

ル）を終了できなかった場合は、競技を短縮する。 

 

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 

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
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


 

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 6:30～ 

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 

① 日時 

  5月 27日（金）18:00～ 

② 場所 

  徳島カントリー倶楽部 

  

・コロナウイルス感染症対策の観点から、式典等が変更となる可能性があります。 

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

