
 

 

 

 

 

 

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関西和歌山県実行委員会、 

公益財団法人日本セーリング連盟、 

和歌山県セーリング連盟 

 

２ 期日   2021年 5 月 18日（火）から 23日（日）まで（競技日数 4日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 18日（火） 10：00 ～ 18：00 受付・計測 

5月 19日（水） 
10：00 ～ 15：00 

16：00 ～ 19：00 

受付・計測 

開会式・艇長会議・レセプション 

5月 20日（木） 10：25 ～ 18：00 レース 

5月 21日（金） 10：25 ～ 18：00 レース 

5月 22日（土） 10：25 ～ 18：00 レース 

5月 23日（日） 
10：25 ～ 17：00 

17：00 ～ 18：00 

レース 

閉会式 

  

３ 会場 

  和歌山セーリングセンター（〒641-0014和歌山県和歌山市毛見 1514 和歌山マリーナシティ内） 

  https://goo.gl/maps/LjambCmmxRv 

 

４ 募集枠 

  100人 

 

５ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

  ① セーリング競技規則（RRS）に規定された規則及び本大会申し合わせ事項による 

  ② 各国連盟規定は適用されない。 

  ③ 言語間で矛盾が生じた場合には、英文が優先される。 

  ④ RRS70.5に規定されたとおり、インターナショナル･ジュリーの判決を最終とする。 

  ⑤ [DP]は、ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会の裁量によりペナルティーを失格より軽減することができ

ることを意味する。 

※2020年 6月 12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。 

https://goo.gl/maps/LjambCmmxRv


 

⑥ [SP]は、ﾚｰｽ委員会が審問無しに標準ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを適用することができる規則を意味

する。これは RRS63.1 および付則 A5を変更している。 

 (2) テクニカルデリゲート 

    World Sailing Massimo Dighe (ITA) 

 (3) 大会ルール 

① 期間中最大 10 レースを予定する。なお 4 レース以上が完了した場合、最も悪い

得点を除外したレース得点の合計とする。 

② 大会が成立するためには、1レースを完了することを必要とする。 

 

６ 実施種別 

    （一般部門） 

種 別 性 別 年齢カテゴリー 

Windsurfer LT. 
男性 

女性 

30+, 45+, 55+, 65+, 75+ 

Techno293Plus 30+, 45+, 55+ 

Glide 30+, 45+, 55+ 

 

７ 参加資格 

   競技者は World Sailing に加盟する各国連盟の会員であること。 

 

８ 年齢基準 

  30歳以上（1991年 12 月 31日以前に出生した者） 

 

９ 表彰 

各種別の総合 1位にメダルを授与する。 

各種別の年齢区分ごとに 1位～3位にメダルを授与する。但し、参加選手が 3人以下の

場合は 1位のみの表彰となる。 

 

10 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。） 

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


 

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） 

なし 

 (3) 競技用具等のレンタル 

   ウインドサーフィン １セット 30,000円 

 

11 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) 競技用具等のレンタル申込方法 

  ※調整中 

 

12 参加上の注意 

(1) 服装 

海上では常に適切な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。ウ

ェットスーツおよびドライスーツは適切な救命胴衣とは見なされない。もし、救命胴

衣の浮力装置が膨張式のものであれば、海上では常に膨張させた状態で着用しなけれ

ばならない。これは RRS40を変更している。 

(2) 競技用具等 

  ① 用具規定 

  艇は主催者が準備したものを使用できる。但し、自艇での参加も認める。 

(3) 保険 

① 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。 

② 競技者はインシデント毎に 1億円以上を補償するか、または同等の有効な第三者

賠償責任保険に加入していなければならない。 

〈責任の否認〉 

競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加している。規則 4『レースをする

ことの決定』参照。主催団体及びこれに関わる全ての団体、役員その他全ての関係者

は、競技者がﾚｶﾞｯﾀ前、レガッタ中又はレガッタ後において受けた物的損傷又は人身

傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。 

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


 

(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) 無線通信 

緊急の場合を除き、レース中の艇は、音声やデータを送信してはならず、かつ、す

べての艇が利用できない音声やﾃﾞｰﾀを受信してはならない。またこの制限は、携帯電

話にも適用される。[DP] 

(6) 帆走指示書 

帆走指示書はエントリー締め切り後、大会ホームページに掲載する。 

(7) 広告 

艇は、主催団体によって選択され支給される広告を表示するよう要求されることが

ある。この規則に違反した場合には World Sailing規定 20.9.2が適用される。[DP] 

(8) メディア権 

本大会に関する全ての著作権は主催団体が所有する。選手及び支援者は自艇及び自

身の映像や名称が放送、出版、広告媒体、その他へ露出されることについて同意する

ものとする。 

(9) 荒天対応等 

   （検討中） 

 

13 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。 

 

14 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。 

https://www.playtruejapan.org/upload_files/uploads/2018/04/wada_code_2015_jp_20180401.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/games/pdf/imga_anti-doping_rules2015.pdf
https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html


 

(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 

日時／ 2021年 5 月 18日（火） 10：00～18：00 前々日受付 

         2021年 5 月 19日（水） 10：00～15：00 前日受付 

    会場／ 和歌山セーリングセンター 

       備考／ 手続き内容（参加資格の確認、文書の配布等） 

(3) 計測 

日時／ 2021年 5 月 18日（火） 10：00～18：00  

        2021年 5 月 19日（水） 10：00～15：00  

    会場／ 和歌山セーリングセンター 

       備考／ 手続き内容（セールの確認、持ち込み備品の確認） 

(4) 艇長会議 

日時／ 2021年 5 月 19日（水） 16：00～19：00  

    会場／ 和歌山セーリングセンター 

       備考／ 会議内容（帆走指示書の説明、主催者等からの案内） 

(5) WMG2021関西交流イベント 

     ① 開会式・レセプション 

日時／ 2021年 5月 19日（水） 16：00～19：00 

会場／ 未定 

② 閉会式 

 日時／ 2021年 5月 23日（日） 17：00～18：00 

     会場／ 未定 

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

