
 

 

 

 

 

 

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・滋賀実行委員会 

ワールドマスターズゲームズ 2021関西・大津市実行委員会 

滋賀県ボート協会 

 

２ 共催   公益社団法人日本ボート協会、滋賀県、大津市 

 

３ 協力   関西ボート連盟 

 

４ 期日   2022年 5月 20日（金）から 26日（木）まで（競技日数 5日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 20日（金） 8：00～16：00 公式練習 

5月 21日（土） 8：00～16：00 公式練習 

5月 22日（日） 7：00～16：00 

レース 1日目 27+ 36+ 43+ 50+ 55+ 60+ 

              65+ 70+ 75+ 80+ 83+ 

             （男・女） 

5月 23日（月） 7：00～16：00 

レース２日目  27+ 36+ 43+ 50+ 55+ 60+ 

              65+ 70+ 75+ 80+ 83+ 

       （男・女） 

5月 24日（火） 7：00～16：00 

レース３日目  27+ 36+ 43+ 50+ 55+ 60+ 

              65+ 70+ 75+ 80+ 83+ 

       （男・女） 

5月 25日（水） 7：00～16：00 

レース４日目  27+ 36+ 43+ 50+ 55+ 60+ 

              65+ 70+ 75+ 80+ 83+ 

（男・女） 

5月 26日（木） 7：00～16：00 

レース５日目 27+ 36+ 43+ 50+ 55+ 60+ 

              65+ 70+ 75+ 80+ 83+ 

（ミックス） 

  ※ 荒天等により実施されなかったレースは、翌日への順延はなく、中止となります。 

 

５ 会場   関西みらいローイングセンター（滋賀県立琵琶湖漕艇場） 

（〒520-2142 滋賀県大津市玉野浦６－１） 

 

６ 募集枠 

次の表のとおり参加可能クルー数の上限を定め、募集を行う。 

 

 

※2021年 7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。 



 

一般部門 男子 女子 

種別 1X 2X 2- 4+ 4- 4X 8+ 1X 2X 2- 4+ 4- 4X 8+ 

クルー数 162 126 66 108 66 66 144 108 108 66 96 66 66 78 
 

一般部門 ミックス 
合計 

種別 2X 4+ 4X 8+ 

クルー数 66 54 54 54 1,554 
 
 
 

障がい者 

部門 

男子 女子 ミックス 

PR1 PR2 PR3 PR1 PR2 PR3 PR2 PR3 PR3 

種別 1X 1X 2X 1X 2X 1X 1X 2X 1X 2X 2X 2X 4＋ 合計 

クルー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技ルール 

FISA(国際ボート連盟)競漕規則と関係細則、同左附則に準ずる。ただし、以下本大

会ルールを適用する。 

【本大会ルール】 

コース      ：1,000メートル×６レーンの競漕 

試合方式    ：トーナメント方式によるチャンピオンシップ形式 

（全てのカテゴリーで、エントリー数に応じて予選、必要な場合

は準決勝を行う。） 

レース時間  ：５分ごとにスタート(＝レース間隔５分) 

舵手        ：性別を問わない。舵手は選手として大会申込していなければなら

ない。各レース後に抜き打ちで舵手の重量測定を行う場合がある。

体重不足の舵手に対するペナルティは、そのレースの除外とする。

（テスト測定の場所を設けるが、レース前の計量はしない。） 

      【舵手に関する詳細要件】 

       ① 舵手の体重は、デッドウェイトを含め 55㎏以上とする。 

         ※性別を問わず、デットウェイトの最大重量は 15KGまでとする。 

       ② デッドウェイトは舵手に最も近い場所に設置し、かつデッドウェイト

として容易に識別可能でなければならない。 

       ③ 抜き打ちテスト時は、レース時に着用するユニフォーム以外の衣服を

脱ぐことが必要。         

ミックス   ：ミックスカテゴリーのクルー数は、男女同数でなければならない。 

発艇    ：発艇時に発艇場所に到着していないクルーがあった場合は、そのク

ルーを除き、レースは例外なくスケジュール通りに発艇する。 

複数申込 ：複数種別への出場や複数団体からの出場は可能だが、一人当たり 5種

別への出場を上限とする。実際の年齢（チームの場合は漕手の平均年

齢）より若いカテゴリーでの参加も可能とする。ただし、舵手を除き



 

年齢カテゴリーが異なる同一種別への出場は不可とする。複数種別

への出場を希望する場合は、レーススケジュール予定を確認の上、申

込を行うこと。また、舵手については、同一種別の複数カテゴリーへ

の参加申込は可とするが、レーススケジュール予定を確認の上、申込

を行うこと。なお、複数申込を理由としたレーススケジュールの変更

はしない。 

メンバー変更： 出場するメンバーを変更する場合は、以下のとおり行うこと。 

        2022年３月末までにメンバーを変更する場合は、エントリーシステ

ムで行う。2022 年４月以降にメンバーを変更する場合は、エントリ

ーシステムでの変更ができないため、大会期間中にボート競技会場

で変更申請を行うこと。会場でのメンバー変更対象者は、事前にいず

れかの種目で補欠申込または選手登録した者であること。ただし、参

加できる種別数は、５種別までとする。 

※補欠申込は、１×を除き、各種別のクルー人数の半数まで可能とす

る。 

※補欠申込は、「複数申込」の対象とする。（例：補欠申込を１つ行っ

た場合は、それに加えて申込できる種別は４つとなる。） 

※また、メンバー変更を行っても、年齢カテゴリーに変更が生じない

場合に限る。 

(2) テクニカルデリゲート 

   滋賀県ボート協会 会長 奥村 功 

    (3) 審判長 

公益社団法人日本ボート協会 国際委員長  千田 隆夫 

 

８ 実施種別 

（一般部門） 

性別 種別 競技レベル 年齢カテゴリー 

男子 

シングルスカル(1×) 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、70+、

75+、80+、83+ 

ダブルスカル(2×) 

舵手なしﾍﾟｱ(2-) 

舵手つきフォア(4+) 

舵手なしフォア(4-) 

舵手なしｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ(4X) 

エイト(8+) 

女子 

シングルスカル(1×) 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、70+、

75+、80+、83+ 

ダブルスカル(2×) 

舵手なしﾍﾟｱ(2-) 

舵手つきフォア(4+) 

舵手なしフォア(4-) 



 

舵手なしｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ(4X) 

エイト(8+) 

ﾐｯｸｽ 

ダブルスカル(2×) 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、70+、

75+、80+、83+ 

舵手つきフォア(4+) 

舵手なしｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ(4X) 

エイト(8+) 

 

 （障がい者部門） 

性別 種別 競技レベル 年齢カテゴリー 

男子 

シングルスカル(1×)PR3 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、

70+、75+、80+、83+ 

シングルスカル(1×)PR2 

シングルスカル(1×)PR1 

ダブルスカル(2×)PR3 

ダブルスカル(2×)PR2 

女子 

シングルスカル(1×)PR3 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、

70+、75+、80+、83+ 

シングルスカル(1×)PR2 

シングルスカル(1×)PR1 

ダブルスカル(2×)PR3 

ダブルスカル(2×)PR2 

ﾐｯｸｽ 

舵手つきフォア(4+)PR3 

― 
27+、36+、43+、50+、55+、60+、65+、

70+、75+、80+、83+ 
ダブルスカル(2×)PR3 

ダブルスカル(2×)PR2 

  ※チーム年齢は、漕手の平均年齢で決定する。 

  ※実際の年齢（チームの場合は漕手の平均年齢）より若いカテゴリーでの参加も可能

とする。 

  ※障がい者部門の障がい区分 

PR3 
四肢に障がいがあるが、下肢・体幹・上肢を使いスライド式シートを

使える選手、または視覚障がい（IBSA基準 B1/B2/B3）の選手。 

PR2 
体幹と上肢を使って漕げる選手で、下肢を使うスライド式シートは

使えない。 

PR1 上肢と肩のみで漕ぐ選手。体幹は効かない。 

※ 障がい者部門においては、障がい区分の違う漕手の混成は可能だが、軽度障がい

区分に合わせて出場すること。（例：PR3 と PR2 の選手でダブルスカル(2×)に出場

する場合、ダブルスカル(2×)PR3での出場となる。ただし、健常者の漕手と混成す

る場合は、障がい区分での出場はできない。） 

  ※ 障がい者部門の舵手つきフォア(4+)PR3のコックスは、障がい区分指定なし。 

  ※ 障がい者部門のクルーは、「発艇コール」及び「コース」の認識ができること。 

 



 

９ 参加資格 

  特になし。（競技者が「主催者貸出艇」を借りる場合は、艇レンタル時に体重・身長・

靴のサイズ申告が必要） 

【障がい者部門の参加資格等について】 

① 視覚障がいを含む身体障がい者のみ参加可能で、各国公的機関の障がい者認定を

受けていること。 

② PR1・PR2 の申込者は、FISA（国際ボート連盟）または NF（各国ボート協会）で   

障がい区分の認定を受けていること。 

③ 安全確保のため、視覚障がい者はシングルスカル(1×)には出場できない。 

※誤った自己申告に対するペナルティは、そのレースの除外とする。 

 

10 年齢基準 

27歳以上（1995年 12月 31日以前に出生した者）が参加可能。 

※年齢カテゴリーは、2022年 12月 31日現在の年齢で判断すること。 

 

11 表彰 

  メダルの対象は、各種別の年齢カテゴリー別に 1～3位（金・銀・銅）とする。授与式

は、レース開催と並行して随時開催する。 

 

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

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） 

なし 

(3) 競技用具等のレンタル料金 

 ・艇レンタル 

１シート１０，０００円（税込）、コックスは支払いなし。 

例）２×の場合、２０，０００円、８＋の場合、８０，０００円 

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


 

 ・艇レンタルをした場合、オールは無料で貸し出す。 

 

13 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 

艇のレンタルを希望する者は、エントリーシステムから「借艇参加」種別を選択し、

所定のレンタルサイトより申し込むこと。 

 

14 参加上の注意 

 (1) 服装について 

   クルーのメンバーは統一された服装を着用しなければならない。ミックスに出場す

る場合は、それぞれのユニフォームで出場すること。レーン番号等に適合したゼッケ

ン等を着用する必要はない。 

 (2) 競技用具について 

   自艇による参加者で新浜ヤード（南側）に保管を希望する場合は、2022 年 5 月 21

日(土)までに所定の保管場所に艇を預けること。（預け可能期間 5月 19日（木）10:00-

5月 27日（金）15:00） 

なお、全ての装備は選手自身が安全を確保し、管理しなければならない。主催者は

いかなる紛失・盗難・損害の責任を負わない。 

【艇の用意について】 

次のとおり、参加者および主催者において艇を用意する。自艇以外は、主催者の

「主催者貸出艇」割振りに従うものとする。（主催者は可能な限り参加者に応じた

「主催者貸出艇」の割振りに努め、必要な調整を提供・支援するが、各レースで同

じ艇を使用できる保証はない。） 

 
     艇の種類 

 

参加者区分 
1X 2X 2- 4＋ 4－ 4X 8+ 

国内参加者 自艇参加 
自艇参加または

主催者貸出艇

（有料貸出し） 

国外参加者 自艇参加または主催者貸出艇（有料貸出し） 

国内参加者 

(障がい者部門 PR3) 
自艇参加  

自艇参加または

主催者貸出艇

（有料貸出し） 
 

国内参加者 

(障がい者部門 PR2) 
自艇参加 

 
国内参加者 

(障がい者部門 PR1) 
自艇参加  

国外参加者 

(障がい者部門 PR3) 
自艇参加または主催者貸出艇

（有料貸出し）  
自艇参加または

主催者貸出艇

（有料貸出し） 
 

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


 

国外参加者 

(障がい者部門 PR2) 

自艇参加または主催者貸出

艇（有料貸出し） 

 
国外参加者 

(障がい者部門 PR1) 

自艇参加また

は主催者貸出艇

（有料貸出し） 
 

 

  (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 

   中止判断の情報は Web上および会場の掲示板等に掲載する。 

 

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

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


 

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 日  時 

    2022年 5月 22日（日）～26日（木） 6：00～16：00 

  ② 場  所 

   関西みらいローイングセンター（滋賀県立琵琶湖漕艇場） 新浜ヤード（南側） 

    （〒520-2142 滋賀県大津市玉野浦６－１） 

③ 備  考 

「主催者貸出艇」の割振りについて 

レース当日、指定された時間に受付場所に行き、クルー名を告げた時点で艇の

割り当てと艇ナンバーを決定する。 

      天候情報やレース日程の変更、問い合わせの多い事項については、競技会場等

にて連絡予定。 

 (3) 公式練習 

５月２０日・２１日の２日間、公式練習の時間を設ける。指示された航行ルールに

従って安全に練習すること。 

主催者貸出艇のレンタルを申し出たクルーは主催者によって割り当てられた時間の

間、追加の料金なしで艇を借りて練習することができる。 

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

