
 

 

 

 

 

 

 

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・草津市実行委員会、ワールドマスターズゲームズ 2021関西・守山

市実行委員会、ワールドマスターズゲームズ 2021関西・東近江市実行委員会、

滋賀県ソフトボール協会 

 

２ 共催   公益財団法人日本ソフトボール協会、滋賀県、草津市、守山市、東近江市 

 

３ 期日   2022年 5月 22日（日）から 28日（土）まで（競技日数 6日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 22日（日） 8：30～17：30 男女とも･･･予選リーグ 

5月 23日（月） 8：30～17：30 男女とも･･･予選リーグ 

5月 24日（火） 8：30～17：30 男女とも･･･決勝リーグ、表彰式 

5月 25日（水）  予備日 

5月 26日（木） 8：30～17：30 男女とも･･･予選リーグ 

5月 27日（金） 8：30～17：30 男女とも･･･予選リーグ 

5月 28日（土） 8：30～17：30 男女とも･･･決勝リーグ、表彰式 

 

４ 会場 

(1) 守山市民運動公園スポーツ広場、守山市民球場、ソフトボール場 

  （〒524-0014 滋賀県守山市三宅町 94、石田町 335） 

 

(2) 東近江市総合運動公園 布引多目的グラウンド  

    （〒527-0067 滋賀県東近江市芝原町 1503） 

 

(3) 東近江市長山公園グラウンド 

   （〒527-0062 滋賀県東近江市上大森町 370） 

 

(4) 草津市矢橋帰帆島公園 多目的グラウンド 

   （〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町 2108） 

 

(5) 草津市草津グリーンスタジアム 

   （〒525-0029 滋賀県草津市下笠町 289-13） 

 

 

※2021年 3月 1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。 



 

市・会場名 
試合会場

数（男子） 

試合会場

数（女子） 
種別 

参加可能 

チーム数 

前半 後半 

守山市民運動公園  5面 コンペティション 35+（皮） 

コンペティション 45+（皮） 

レクリエーション 35+（ゴム） 

8 

8 

15 

8 

8 

15 

草津市矢橋帰帆島公園 2面  レクリエーション 35+（ゴム） 8 8 

草津グリーンスタジアム 1面  コンペティション 35+（皮） 8 8 

東近江市総合運動公園 

布引多目的グラウンド 

 4面 レクリエーション 35+（皮） 

レクリエーション 45+（皮） 

レクリエーション 55+（皮） 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

東近江市長山公園  3面 レクリエーション 45+（ゴム） 

レクリエーション 55+（ゴム） 

12 

8 

12 

8 

 

５ 募集枠  182チーム(1チームあたり 選手人数 9～20名・監督 1名(選手兼任可)) 

         前半 91チーム 後半 91チーム 

 

６ 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）および日本ソフトボール協会オフィシャル・ルー 

ルに準じて実施する。 

 

(2) テクニカルデリゲート 

   滋賀県ソフトボール協会競技力向上部 西村 高司 

 

(3) 大会ルール 

予選リーグはブロック総当たり戦、決勝リーグはトーナメント戦を基本とする。 

① 競技時間は１試合８０分とする。８０分の時点で終了とする。残り時間が、 

 5分未満での新しいイニングには入らない。また、審判員は、時間を考えなが 

 ら「最終回の宣告」を両チームに宣言する。 

② 外野フェンス（境界）がある会場とない会場がある。ない場合、外野への打球

が一定の距離を超えたら、特別ルールを適用する。また、それぞれの会場に応じ

た特設ルールがある場合がある。 

③ 試合開始時刻に遅刻した場合、5分遅刻につき得点 2点を加算、10分遅刻でさ

らに 2点の加算とする。15分以上の遅刻については、没収試合とし、相手チーム

の勝ちとする。ただし、交通事情等のやむを得ない理由により、遅刻した場合は、

この限りでない。 

④ 金属スパイクの使用については禁止とする。 

⑤ 予選リーグ戦（１・２日目）については、勝利チーム＝勝ち点２、引き分け＝



 

勝ち点１を与える。 

⑥ トーナメント戦については、勝敗を決める。80分を経過して同点の場合、抽選

で勝敗を決める。 

⑦ 審判の帯同について、各チームは少なくとも１人の審判を公式審判員として登

録する必要がある。競技開催中に指定された試合の審判員として参加する。それ

ぞれのチームが審判員を登録しなかった場合、￥5,000 を負担することとする。

また、審判は審判員用の服装を着用することとし、ユニフォームや私服での審判

はできない。 

⑧ 記録の提出について、各チームは自試合の結果をスコアシートに記入して、試   

  合終了後即座に審判に提出すること。 

⑨ 抗議等について、各チームが抗議を行う場合、開催市実行委員会に申し出るも

のとする。なお、試合中の抗議に費やした時間も試合時間に含む。 

⑩ 用具について、開催市実行委員会は、競技用のベースと認定ボールを提供する。

その他のすべての用具（グローブ、ミット、バット、ヘルメット、キャッチャー

の用具、練習用ボールなど）は、参加チームで用意すること。また、バット、キ

ャッチャー用具は試合開始前に審判員による検査を行う。WBSC基準にしたがった

用具を使用すること。 

⑪ ユニフォームについて、各チームはユニフォームナンバーの入った同色、同デ

ザインのユニフォームを着用すること。監督、コーチも同様とする。帽子やバイ

ザーについても同色のものとする。相手チームと同色の場合、ビブス（開催市実

行委員会提供）を着用することとする。 

⑫ 試合開始 10分前には、ベンチ横に集合し、審判からの用具チェック（バット・

ヘルメット・キャッチ用具・スパイク等安全面の確認のため）を受けること。 

⑬  試合時間について 

試合 開始時間  終了時間 

第１試合 ８：３０ ～ ９：５０ 

第２試合 １０：００ ～ １１：２０ 

第３試合 １１：３０ ～ １２：５０ 

第４試合 １３：００ ～ １４：２０ 

第５試合 １４：３０ ～ １５：５０ 

第６試合 １６：００ ～ １７：２０ 

  

 

 

 

 



 

７ 実施種別   

性別 種別 競技レベル 年齢カテゴリー 

女子 
皮ボール使用 

A:コンペティション 35+、45+ 

B:レクリエーション 35+、45+、55+ 

ゴムボール使用 B:レクリエーション 35+、45+、55+ 

男子 
皮ボール使用 A:コンペティション 35+ 

ゴムボール使用 B:レクリエーション 35+ 

   ※ グレードの定義は次のとおりとする。 

     Ａ:コンペティション 地域大会レベル 

（地域大会やクラブチームで競争している選手が該当） 

     Ｂ:レクリエーション 興味や交流を目的とするレベル 

（競争的ではなく、趣味や交流のために参加する選手が該当） 

※ 自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加を可能とする。 

チーム年齢の算定は、チームの最年少メンバーの年齢で決定する。 

   ※ 各年齢等カテゴリーで申込チーム数が予定数に達せず、リーグ戦を行えない場

合、年齢等カテゴリーを種別・競技レベルごとで統合することがある。 

      ※ 前半日程と後半日程の両方にエントリーすることが可能。 

      ※ 全てファストピッチでの競技とする。 

 

８ 参加資格 

特になし 

 

９ 年齢基準 

35歳以上（1987年 12月 31日以前に出生した者） 

 

10 表彰 

  メダルの対象は、前半戦・後半戦において各種別・競技レベル・年齢カテゴリー別に 1 

～3位（金・銀・銅）とする。 

 

11 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

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


 

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（競技用具等のレンタルは無し） 

 

12 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。 

 

13 参加上の注意 

(1) 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。 

 (2) 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。 

(3) 荒天対応等 

   中止判断等の情報は web上で掲載する。 

 

14 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。 

 

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


 

15 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 

    開催期間中の各試合開始 1時間前 

  ② 受付場所 

     各開催会場（本部）にて行う。 

      5/22～24 前半参加するチーム  

5/26～28 後半参加するチーム 

③ 備考 

     メンバー表を提出すること。 

     試合の棄権に関しては、試合開始の 2 時間前までに本部まで早急に連絡するこ

と。 

 (3) 表彰式 

   ① 日時 

     前半戦 2022年 5月 24日（火） ※決勝トーナメント終了次第  

     後半戦 2022年 5月 28日（土） ※決勝トーナメント終了次第 

   ② 開催場所 

     各決勝トーナメント会場 

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

