※2020 年 5 月 11 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。

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、
ワールドマスターズゲー
ムズ 2021 関西美波町競技実行委員会

２ 共催

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

３ 主管

徳島県トライアスロン協会

４ 期日

2021 年 5 月 21 日（金）から 23 日（日）まで（競技日数２日間）
開催日
開催時間
開催内容
13:00～16:00
受付（全競技区分）
13:00～14:00
スイムコース試泳
16:00～16:30
競技説明会（パラトライアスロン）
5 月 21 日（金）
※日本語・英語
17:00～18:00
開会式
18:00～18:30
競技説明会（スプリント）※日本語・英語
6:00～ 7:30
エントリーチェック（パラトライアスロン）
6:00～ 9:00
エントリーチェック（スプリント）
8:00～
競技実施（パラトライアスロン）
10:30～
競技実施（スプリント）
12:00～16:30
受付（スタンダード）
13:00～16:00
バイクコース下見（スタンダード）
5 月 22 日（土）
13:00～16:00
交流会
14:00～14:30
メダルセレモニー
（パラトライアスロン・スプリント）
15:00～15:30
競技説明会①（スタンダード）※日本語
16:00～16:30
競技説明会②（スタンダード）※日本語・英語
17:00～17:30
競技説明会③（スタンダード）※日本語
6:00～ 7:30
エントリーチェック（スタンダード）
5 月 23 日（日）
8:00～
競技実施（スタンダード）
11:00～12:00
メダルセレモニー（スタンダード）

５ 会場
(1) スタンダード
ひわさうみがめトライアスロンコース（徳島県海部郡美波町奥河内ほか）
(2) パラトライアスロン・スプリント
ひわさうみがめトライアスロンコース〔WMG2021 関西特設コース〕
（徳島県海部郡美波町奥河内ほか）
※ 各コースの詳細は、後日公表する。
６ 募集枠
■トライアスロン部門
(1) スタンダード 1000 人
(2) スプリント 300 人
※スタンダードとスプリントには、重複して参加することができる。
■パラトライアスロン部門
(1) スプリント 50 人（TRI6 のガイドを除く）
７ 競技上の規定及び試合方法
(1) 競技規則
国際トライアスロン連合（ITU）競技規則、JTU 競技規則、ワールドマスターズゲー
ムズ 2021 ローカルルール及び本大会申し合わせ事項による。
(2) テクニカルデリゲート（技術代表）
仲宗根 達也（ITU level1、JTU 第１種公認審判員、兵庫県トライアスロン協会副
理事長・技術委員長）
(3) 大会ルール
① 各競技区分の実施距離は、次のとおりとする。
■トライアスロン部門
ア スタンダード
スイム 1.5km・バイク 40.0km・ラン 10.0km の計 51.5km
イ スプリント
スイム 0.75km・バイク 20.0km・ラン 5.0km の計 25.75km
■パラトライアスロン部門
ウ パラトライアスロン
スイム 0.75km・バイク 20.0km・ラン 5.0km の計 25.75km
② スタンダードでは、スイム、バイク及びランを、スタート時間からそれぞれ次に
掲げる時間を経過してもゴールしない場合は、失格とする。
ア スイム終了まで 1 時間 10 分
イ バイク終了まで 3 時間 30 分
ウ ラン終了まで
4 時間 30 分
③ スプリント及びパラトライアスロンでは、スイム、バイク及びランを、スタート
時間からそれぞれ次に掲げる時間を経過してもゴールしない場合は、失格とする。
ア スイム終了まで 30 分
イ バイク終了まで 1 時間 30 分
ウ ラン終了まで
2 時間 30 分
④ 配付されるアンクルバンドタイプの JTU 公認計測チップを足首に必ず装着しなけ

ればならない（但し、パラトライアスロンの場合はこの限りではない。
）
。精密機械
であるため、投げたり落としたりすると破損して計測できなくなる場合がある。
使用後（フィニッシュ後）は、速やかに返却すること。返却されなかった場合や
紛失した場合は、賠償金として所定の金額を徴収する。
⑤ 記録の公認
テクニカルデリゲート（技術代表）及びヘッドレフェリー（審判長）が確認後、
公式記録となる。但し、アピールやプロテストがあった場合は、この限りではない。
８ 実施種別（2021 年 12 月 31 日現在の年齢）
（一般部門）
競技区分
性別
年齢区分又は競技クラス
30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,
男子
65-69,70-74,75-79,80-84,85-89,90+
スタンダード
30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,
女子
65-69,70-74,75-79,80-84,85-89,90+
30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,
男子
65-69,70-74,75-79,80-84,85-89,90+
スプリント
30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,
女子
65-69,70-74,75-79,80-84,85-89,90+
（障がい者部門）
競技区分
パラトライアスロン

性別
男子
女子

年齢区分又は競技クラス
TRI1,TRI2,TRI3,TRI4,TRI5,TRI6
TRI1,TRI2,TRI3,TRI4,TRI5,TRI6

９ 参加資格
〇日本国内選手
・2021 年度 JTU 会員登録者であること。
エントリー時に JTU 会員番号（10 桁）及びチェックコードを記載すること。
なお、2021 年度 JTU 登録開始前においては 2020 年度会員番号及びチェックコード
を記載すること。
・
「2019 年又は 2020 年 JTU エイジグループランキング対象大会完走者（スタンダード
ディスタンスに限る）
」であること。
「2019 年又は 2020 年 JTU エイジグループランキング対象大会完走者（スタンダード
ディスタンスに限る）
」以外は、競技に参加することはできない。
・一般部門に参加する障がいのある方の出場資格は、一般部門の出場資格に準ずる。
・対象大会の総合リザルトの自分の欄にマーカーを引いて、エントリー時にアップロ
ードすること。
・対象大会の完走者でない場合はエントリーが取り消される。
〇日本国外選手
・日本国外選手は JTU ワンデイ登録（登録料 1,000 円）を行うこと。
2021 年度 JTU 登録をする日本国外選手については競技説明会で返金する。

〇パラ部門
・2021 年度 JTU 会員登録者であること（日本国内選手に限る）
。
・2019 年又は 2020 年に日本国内・海外パラトライアスロン・トライアスロンレース
にて完走した大会名を記入すること。
・総合リザルトの自分の欄にマーカーを引いて、エントリー時にアップロードするこ
と。
10 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。
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。
コース表示看板を拡大する。
○手話通訳者の配置
手話通訳者を配置する。
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。
11 年齢基準
30 歳以上（1991 年 12 月 31 日以前に出生した者）
※当日の年齢は 2021 年 12 月 31 日現在とする。
12 表彰
各競技区分、性別及び年齢区分又は競技クラスごとに、第 1 位から第 3 位までの者に
メダルを授与する。
13 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）
〇JTU ワンデイ登録料 1,000 円
日本国外選手はエントリー時に徴収する。
但し、2021 年度 JTU 登録をする日本国外選手については競技説明会で返金する。
(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）
14 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。
15 参加上の注意
(1) 服装
競技ユニフォームは、ITU 競技規則に適合したものであること。
日本国内選手にあっては、
（公社）日本トライアスロン連合指定のワールドマスター
ズ 2021 関西日本代表ユニフォームの着用を必須とする。日本代表ユニフォームの販売
方法は、参加者に対して別途通知する。
競技説明会、開会式、閉会式、表彰式にはその場にふさわしい服装とする。
（2）競技用具
競技用具は、ITU 競技規則及び JTU 競技規則に定める事項並びに本大会申し合わせ
事項に適合したものであること。
参加者は、5 月 20 日～22 日に、バイクを主催者に預託することができる。
また、大会会場にて有料のバイク宅配を実施する予定である。詳細が決まれば、参
加者に別途通知する。
（3）ガイド及びハンドラー
パラ部門に参加の「TRI6（視覚障がい）」の選手は、同性のガイドの手配を行うこ
と。パーソナルハンドラーの手配は選手各自で行うこと。
（4）競技受付及び競技説明
各参加者は、競技実施日の前日（スタンダードにあっては、前日又は前々日）に受
付を完了した上で、競技当日にエントリーチェックを受けること。
また、競技実施日の前日に実施する競技説明会に必ず参加すること。
※競技説明会に参加しない場合は、競技に参加することは出来ません。
(5) 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。

(6) 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。
(7) 荒天対応等
荒天により競技実施への悪影響が想定される場合は、競技開始時間、競技内容、実
施コース等を変更することがある。
16 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。
17 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 受付日時
5 月 21 日（金）13:00～16:00（全種別：スタンダード・スプリント・パラトライ
アスロン）
22 日（土）12:00～16:30（スタンダードのみ）
ユニフォームチェック、バイクチェック要
② 受付場所
徳島県南部総合県民局（美波庁舎）
（予定）
(3) バイク預託
① 日時
※調整中

② 場所
※調整中
(4) バイクコース下見（スタンダード）
① 日時
5 月 22 日（土）13:00～16:00
② 備考
主催者が用意するバスに乗車してスタンダードのバイクコースの下見をするこ
とができる。
(5) 競技説明会
① 日時
5 月 21 日（金）16:00～16:30（パラトライアスロン）※日本語・英語
18:00～18:30（スプリント）※日本語・英語
5 月 22 日（土）15:00～15:30（スタンダード）① ※日本語
16:00～16:30（スタンダード）② ※日本語・英語
17:00～17:30（スタンダード）③ ※日本語
② 場所
5 月 21 日（金）パラトライアスロン（日本語・英語）
：
日和佐小学校体育館（予定）
スプリント（日本語）
：日和佐小学校体育館（予定）
スプリント（英語）
：日和佐小学校（予定）
5 月 22 日（土）スタンダード（日本語）
：日和佐小学校体育館（予定）
スタンダード（英語）
：美波町コミュニティホール（予定）
(6) 開会式
① 日時
5 月 21 日（金）17:00～18:00
② 場所
日和佐小学校体育館（予定）
(7) メダルセレモニー
① 日時
5 月 22 日（土）14:00～14:30（パラトライアスロン・スプリント）
23 日（日）11:00～12:00（スタンダード）
② 場所
美波町日和佐町民グラウンド（予定）
(8) 交流会
参加者間の懇親を図るため交流会を実施する。
① 開催日時 5 月 22 日（土）13:00～16:00
② 開催場所 美波町日和佐町民グランド（予定）
③ 参加料金 出店店舗から各自購入（家族等帯同者の参加も可）
④ 参加申込 参加を希望する場合は、直接開催場所へ集合
⑤ その他
参加は任意とする。

