
【福井県】

活動期間

マスターズビレッジ福井 高浜町立和田公民館 5/14～5/23

ライフセービング 若狭和田ビーチ 5/21～5/22

【滋賀県】

活動期間

マスターズビレッジ滋賀 浜大津アーカス 5/13～5/29

臨時大会受付会場 ＪＲ米原駅東西自由通路 5/13～5/21

陸上競技・10㎞ロードレース 彦根１０㎞ロードコース 5/22

東近江市ひばり公園湖東スタジアム 5/14～5/20

東近江市おくのの運動公園 5/14～5/17

東近江市長山公園グラウンド 5/14～5/16

守山市民球場 5/14～5/19

ドラゴンボート 琵琶湖モーターボート競走場
5/27～5/29

（5/27は練習日）

ボート 関西みらいローイングセンター（滋賀県立琵琶湖漕艇場）
5/20～5/26

（5/20・21は練習
日）

OSPホッケースタジアム

米原市伊吹第１グラウンド

草津グリーンスタジアム

矢橋帰帆島公園多目的グラウンド

守山市民運動公園スポーツ広場・ソフトボール場・守山市民球場

東近江市布引運動公園陸上競技場多目的グラウンド

東近江市長山公園グラウンド

【京都府】

活 動 場 所 活動期間

久美浜湾カヌー競技場 5/13～5/18

湯船MTB LAND 5/13～5/16

JR福知山駅 観光案内所 5/19～5/28

カヌーマラソン 久美浜湾カヌー競技場 5/15～5/18

マウンテンバイク 湯船MTB LAND 5/15～5/17

フライングディスク・アルティメット 京都府立山城総合運動公園
5/14～5/16
5/20～5/22

ゲートボール 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 5/14～5/15

田辺中央体育館 5/14～5/22

京都府立山城総合運動公園体育館 5/14～5/19

ソフトテニス 三段池公園テニスコート 5/20～5/28

デュアスロン 京都府南丹市大堰川緑地公園周辺 5/29

軟式野球

ホッケー

ソフトボール

活動場所・期間

5/14～5/22

5/22～5/24、
5/26～5/28

臨時大会受付会場

ハンドボール

活 動 場 所

活 動 場 所



【京都市】

活動期間

開会式 京都市西京極総合運動公園 5/13

オープニングビレッジ 京都市体育館（京都市西京極総合運動公園内） 5/1０～5/1３

マスターズビレッジ京都 京都駅前地下街ポルタ 5/14～5/29

陸上競技・トラック＆フィールド
たけびしスタジアム京都・補助競技場

(京都市西京極総合運動公園内）
5/17～5/24

島津アリーナ 5/14～5/22

京都市体育館

京都市市民スポーツ会館

空手道 京都市武道センター 5/20～5/22

StandOut KYOTO

京都テルサ

【大阪府】

活動期間

BMX サイクルピア岸和田BMXコース 5/20～5/23

※募集締切しています　ラグビーフットボール 東大阪市花園ラグビー場
5/13～5/17
5/20～5/24

オープンウォータースイミング タルイサザンビーチ 5/21～5/22

【大阪市】

活　　　動　　　場　　　所 活動期間

※募集締切しています　閉会式 丸善インテックアリーナ大阪 5/29

【堺市】

活　　　動　　　場　　　所 活動期間

マスターズビレッジ大阪 ポルタス広場 5/14～5/28

サッカー
5/16～5/20
5/23～5/27

フットサル 5/18～5/25

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

スカッシュ 5/19～5/28

5/15～5/22

活　　　動　　　場　　　所

活　　　動　　　場　　　所

バドミントン



【兵庫県】

活動期間

マスターズビレッジ兵庫 デュオこうべ「デュオドーム」 5/13～5/29

音水湖カヌークラブハウス 5/18～5/20

道の駅「ようか但馬蔵」 5/23～5/26

調整中（岡山市内） 5/15～5/20

西淡社会教育センター 5/14～5/20

カヌーポロ 音水湖カヌー競技場 5/20～5/22

ハチ北高原 5/24

杉ヶ沢高原 5/25

兎和野高原 5/26

ハチ高原 5/27

峰山高原 5/28

クレー射撃 岡山県クレー射撃場 5/15～5/22

飛込 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター 5/24～5/29

水球 5/23～5/26

アーティスティックスイミング 5/27～5/29

テコンドー 県立武道館 5/19～5/22

ブルボンビーンズドーム

青野運動公苑アオノテニスクラブ

ビーチバレーボール 南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート 5/14～5/20

【神戸市】

活動期間

競歩 六甲アイランド甲南大学西側コース 5/21～5/22

ほっともっとフィールド神戸

あじさいスタジアム北神戸

三木総合防災公園野球場

G7スタジアム神戸

グリーンアリーナ神戸

神戸市立中央体育館

神戸市立王子スポーツセンター

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

調整中（神戸市内） 5/20

ポートアイランド 5/21

調整中（神戸市内） 5/22

競泳 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター 5/24～5/29

グリーンアリーナ神戸

神戸市立中央体育館

【奈良県】

活動期間

マスターズビレッジ奈良
※5/14(土)・15(日)・20(金)・22(日)・24(火)・28(土)は

定員となり、締め切りました
　奈良県外国人観光客交流館

5/14～5/28

臨時大会受付会場 吉野運動公園 5/19～5/23

カヌースプリント 津風呂湖カヌー競技場 5/19～5/23

奈良県新庄第一健民運動場 5/20・5/22

香芝市総合体育館 5/21

オリエンテーリング・スプリント（※）

卓球 5/13～5/20

綱引

臨時大会受付会場

オリエンテーリング・フォレスト（※）

硬式野球 5/14～5/28

活　　　動　　　場　　　所

バスケットボール 5/22～5/28

（※）オリエンテーリング・スプリント競技につきましては、５月１３日時点で競技別実施要項は発表されておりません。ただし、５月２０
日及び２２日については、活動場所は神戸市内で調整中であるものの、開催自体は確定しておりますので、募集いたします。また、ポートア
イランドについては、表記の活動場所及び活動期間で確定しておりますので、募集いたします。

活　　　動　　　場　　　所

活　　　動　　　場　　　所

尼崎スポーツの森

（※）オリエンテーリング・フォレスト及びテニス競技につきましては、５月１３日時点で競技別実施要項は発表されておりませんが、表記
の活動場所及び活動期間については変更ございませんので、募集いたします。

テニス（※） 5/14～5/27



【和歌山県】

活動期間

マスターズビレッジ和歌山 わかちか広場 5/13～5/29

臨時大会受付会場 JR紀伊田辺駅　弁慶広場
5/21～5/22

5/27～5/29（※）

ハーフマラソン 紀州口熊野マラソンコース 5/27～5/29（※）

駅伝 田辺スポーツパーク 5/21～5/22

ダンススポーツ
武道・体育センター

和歌山ビッグウエーブ
5/28～5/29

セーリング
5/17～5/22
5/24～5/29

ウインドサーフィン 5/17～5/22

ライフル射撃 和歌山県ライフル射撃場 5/17～5/22

和歌山ビッグホエール

武道・体育センター
和歌山ビッグウエーブ

県立体育館

河南総合体育館

【鳥取県】

活動期間

マスターズビレッジ鳥取 ＪＲ鳥取駅前 風紋広場 5/13～5/28

鳥取県立倉吉体育文化会館
5/17～5/22
5/26～5/28

鳥取県立武道館 5/19～5/21

アウトドアアーチェリー（※） ヤマタスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園)陸上競技場 5/10～5/17

インドアアーチェリー（※） ヤマタスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園)鳥取県民体育館 5/10～5/17

自転車・トラック 倉吉自転車競技場 5/17～5/21

自転車・ロードレース 倉吉市・北栄町特設ロードコース 5/21～5/22

グラウンド・ゴルフ
グラウンドゴルフのふる里公園

「潮風の丘とまり」
5/26～5/28

柔道 鳥取県立武道館 5/19～5/22

【徳島県】

活動期間

マスターズビレッジ徳島 徳島駅クレメントプラザ 5/14～5/29

臨時大会受付会場 那賀町鷲敷B＆G海洋センター 5/26～5/29

カヌースラローム 那賀川(鷲敷ライン) 5/26～5/29

徳島カントリー倶楽部 5/23～5/25・5/27

グランディー鳴門ゴルフクラブ３６

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

スエヒロボウル

ぽっぷ・ジョイ石井

トライアスロン 5/20～5/22

アクアスロン 5/20～5/21

ウエイトリフティング アミノバリューホール 5/15～5/24

ボウリング 5/20～5/23

ひわさうみがめトライアスロンコース

和歌山セーリングセンター

バレーボール

臨時大会受付会場

ゴルフ

活　　　動　　　場　　　所

5/23～5/25

活　　　動　　　場　　　所

（※）5/29のハーフマラソン及び弁慶広場については、原則5/28の開催となっており、参加人数が予定よりも多くなった場合に、5/29も開催するものです。

5/14～5/17
5/19～5/22

5/14～5/15
5/19～5/20

活　　　動　　　場　　　所



【組織委員会】

活動期間

※5/8のみ締切りました　関西国際空港 5/8～5/29

※募集締切しています　大阪国際空港(伊丹空港) 5/8～5/29

JR京都駅 5/10～5/13

※募集締切しています　センタービレッジ
グランフロント大阪

うめきたSHIP HALL
5/13～5/29

活　　　動　　　場　　　所

ゲートウェイ案内所


