
 

 

 

 

 
 

 

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関西神戸市実行委員会、 

兵庫県野球連盟、全国高校野球 OBクラブ連合 

 

２ 共催   一般財団法人 全日本野球協会 

 

３ 主管   ワールドマスターズゲームズ 2021関西硬式野球競技運営委員会 

 

４ 期日   2022年 5月 14日（土）から 27日（金）まで（競技日数 12日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 14日（土） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 15日（日） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 16日（月） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 17日（火） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 18日（水） － 予備日 

5月 19日（木） 9：00～17：00 

決勝トーナメント[準々決勝・準決勝] 

【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 20日（金） 9：00～17：00 

決勝トーナメント[決勝] 

【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＢ（30+、45+） 

5月 21日（土） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＡ（30+） 

5月 22日（日） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＡ（30+、45+） 

5月 23日（月） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＡ（30+、45+） 

5月 24日（火） 9：00～17：00 
予選リーグ【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＡ（30+、45+） 

5月 25日（水） － 予備日 

5月 26日（木） 9：00～17：00 

決勝トーナメント[準々決勝・準決勝] 

【開催種別・カテゴリー】 

・グレードＡ（30+、45+） 

5月 27日（金） 9：00～17：00 決勝トーナメント[決勝]【開催種別・カテゴリー】 

※2021年 4月 5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。 



 

・グレードＡ（30+、45+） 

5月 28日（土） － 予備日 

 ※登録チーム数と球場使用の関係により、変更になる可能性がある。 

 

５ 主会場 

(1)第１球場：ほっともっとフィールド神戸 

（〒654-0163 神戸市須磨区緑台） 

(2)第２球場：G7スタジアム神戸 

（〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 5丁目） 

(3)第３球場：あじさいスタジアム北神戸  

（〒651-1311 神戸市北区有野町二郎） 

(4)第４球場：三木総合防災公園野球場 

（〒673-0515 三木市志染町三津田 1708） 

 

６ 募集枠 

  80チーム（約 1,200人の参加を想定／1チームあたり 15人以上 50人以下を想定） 

  ※ １チームあたり 12人以上、50人以内で構成 

（プレイヤー最低 12人以上：役員を含むチーム人数） 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の競技規則、 

及び、ワールドマスターズゲームズ 2021関西硬式野球競技規則に則して実施 

(2) テクニカルデリゲート 

  （一財）全日本野球協会アマチュア野球規則委員会 副委員長 小山 克仁 

(3) 大会ルール 

① 大会方式 

   ＜予選リーグ＞ 

４つのカテゴリー（グレード「A」の「30+」「45+」、およびグレード「B」の

「30+」「45+」）において、４ﾁｰﾑによる予選ブロックを決定し、各ブロックで

総当戦を行う（１チーム当たり計３試合） 

※１チーム当たり最低３試合実施 

 ＜決勝トーナメント＞ 

グレードA（30+）グレードB（30+）：予選リーグ内の各ブロック１位のチームが

準々決勝に出場する。 

グレード A（45+）グレード B（45+）：予選リーグ内の各ブロック１位および２位

のチームが準々決勝に出場する。 

※３位決定戦は実施しない（準決勝敗退の両チームに各会場にて銅メダル贈呈） 

※各カテゴリー、８チームで決勝トーナメントを行う。 

  ② 試合方式 

    予選リーグおよび決勝リーグは７回戦で行い 4回終了をもって正式試合とする。 

試合成立後は試合開始から 90分を超えた場合、新しいイニングには入らない。 

 



 

８ 実施種別 

  （一般部門） 

性 別 グレード 年齢 

混 合 Ａ・Ｂ 30＋,45＋ 

※全て男女混合 

※1人 1種別の参加に限る 

(1) 競技グレード（レベル） 

①Ａ：プレミア（全国もしくは国際大会での競技経験者を含む） 

②Ｂ：オープン（地域大会やクラブチーム大会での競技経験者） 

 ※競技グレード（レベル）はチーム構成の目安であり、競技経験は問わない 

(2) 年齢カテゴリー（各グレード共通） 

  ①年齢はチーム内の最年少参加者の年齢により決定 

  ②若い年齢カテゴリーへのエントリーも可能 

  ③男子チーム・女子チームでの参加も可能 

性 別 グレード 年齢 

混 合 Ａ・Ｂ 30＋,45＋ 

 

９ 参加資格 

   年齢基準：「30＋」30歳以上（1992年 12月 31日以前に出生した者） 

       「45＋」45歳以上（1977年 12月 31日以前に出生した者） 

 

10 スタッフ等 

  ・監督、コーチ・トレーナー、審判員、記録員等のベンチスタッフ（Non-playing officials） 

は最大 10名まで参加可能とする。（選手兼任可） 

 ・監督は各チーム１名用意することを必須とする。 

・審判員、記録員は各チーム最低 1名ずつ用意することを必須とする。 

  ○審判員は、自チーム以外の試合の審判を担当する。 

  ○審判員への資格条件は求めない。ただし審判経験を登録時に確認する。 

○記録員は、自チームの記録を担当する。 

 

11 表彰 

メダルの対象は、各レベル・カテゴリー別に 1～3位※（金・銀・銅）とする 

（※３位決定戦は実施しない） 

  なお、メダルセレモニーは決勝戦終了後に実施 

  →銅メダルの授与に限り、準決勝終了後、各会場において実施 

 

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

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


 

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） 

  なし 

 (3) 競技用具等のレンタル料金 

 なし 

 

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。 

  参加申込時に、エントリーの基本情報に加えチーム予定情報（開閉会式参加、等）を確認。 

→「過去の最高レベル硬式野球大会出場経験」「チームの大会戦績及び個人成績の公

認記録要否」をエントリー時に記載 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

フィールドでプレイに関わる全ての監督・コーチ・選手・ベースコーチは、チーム

で統一されたユニフォームを着用すること。ただし、実際に試合に出場するプレイヤ

ーはユニフォームの上衣には識別可能な背番号を付着。なお、マネージャーやスコア

ラー、トレーナーについてもフィールドに立つ可能性のある場合はユニフォームを着

用すること。 

(2) 競技用具 

 ① 点検日時：2022年 5月 14日（土）～5月 27日（金）の各試合前 

 ② 点検場所：各競技実施会場 

  ③ 点検内容：各会場担当・審判員担当による試合球・使用バット等の確認 

  ④ 競技用具主要規程： 

・全てのチームと選手は自分自身の用具を準備・使用し、用具の安全と保守に自己

責任と自己管理を原則とする。 

・グラブは、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の競技規則に示す硬式野球専用グ

ラブとし、バットも同規則にある木製バットのみを使用。ただし、女性選手のア

ルミ製バットの使用については可とする。 

・試合球は運営側で用意し、練習やウォーミングアップ用のボールについては各チ

ームが持参。バッター、ランナー、ベースコーチ、バットボーイ・バットガール

は、フィールドに出る際は両耳ヘルメットを着用。 

  ⑤ レンタル：ヘルメットについては、登録時に事前申請したチームにのみレンタル

を実施する。その他、競技用具のレンタルは原則として行なわず、監督

者会議および各会場にて関係用具について販売を予定。 

(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

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


 

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）荒天時の対応 

    当日、硬式野球競技運営委員会で判断し、公式 HPにて 6:00に掲示 

 

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 受付日時：2022年 5月 14日（土）～5月 27日（金） 

第 1・2試合出場チーム代表者の受付時間は 8時～ 

第 3・4試合出場チーム代表者の受付時間は 11時～ 

  ② 受付場所：・第１球場：ほっともっとフィールド神戸 

・第２球場：G7スタジアム神戸 

・第３球場：あじさいスタジアム北神戸 

・第４球場：三木総合防災公園野球場 

  ③ その他 ：各予選日程の出場チーム代表者と会場ディレクターによる各ブロック

会場での試合スケジュール・出場メンバー・試合用具確認 

 

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


 

(3) 監督者会議 

① 会議日時：①2022年 5月 12日（木）16時～18時（グレード B） 

②2022年 5月 20日（金）16時～18時（グレード A） 

② 会議場所：ほっともっとフィールド神戸 

③ その他 ：・パッケージ配布（競技概要・スケジュール・試合規則・会場図・ス

タメン表・文化プログラム等） 

・硬式野球競技運営担当者紹介 

・WMG2021関西大会概要 

・試合スケジュール 

・試合規則説明 

・質疑応答 

(4) 事前練習・ウォーミングアップ 

各チーム試合の開始前に球場外野でのボール・バットを使用するウォーミングアッ

プの時間帯を設定する。各球場周りでのボール・バットを使用しないランニング等の

ウォーミングアップムアップは可。 

(5) 記録 

チーム登録時において大会戦績および個人成績の公認希望の確認を行い、監督者会

議において最終確認する。各試合における大会戦績と個人成績については国際公認記

録員の有資格者によって行ない、各試合の担当グループを決定する予定。 

 (6) 交流イベント 

閉会式式典の開催 


