
 

 

 

 
 

 

 

１ 主催   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 

 

２ 共催   公益財団法人 日本バスケットボール協会 

 

３ 協力   一般社団法人 日本車いすバスケットボール連盟 

 

４ 主管   一般財団法人 兵庫県バスケットボール協会 

 

５ 期日   2022年 5月 22日（日）から 28日（土）まで（競技日数 7日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5 月 22

日（日） 
9：00～19：30 

予選リーグ【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 23

日（月） 
9：00～19：30 

予選リーグ【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 24

日（火） 
9：00～19：30 

予選リーグ【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 25

日（水） 
9：00～19：30 

予選リーグ【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 26

日（木） 
9：00～19：30 

決勝トーナメント（準決勝）【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 27

日（金） 
9：00～19：30 

決勝トーナメント（決勝）【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

5 月 28

日（土） 
9：00～19：30 

決勝トーナメント（決勝）【男子/女子】 

30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A, 

30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B,60+B, 

30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+O,30+WB,45+WB,60+WB 

※2021年 8月 10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。 



 

６ 会場 

① グリーンアリーナ神戸（メインアリーナ・サブアリーナ）【コート 4面】 

（〒654-0163 神戸市須磨区緑台） 

  ② 神戸市立中央体育館【コート 2面】 

（〒650-0017 神戸市中央区楠町４-１-１） 

  ③ 神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）【コート 2面】 

（〒653-0837 神戸市長田区蓮池町 1-1） 

  ④ 神戸市立王子スポーツセンター【コート 2面】 

   （〒657-0805 神戸市灘区青谷町１-１-１） 

→ 30+A,35+A,40+A,45+A,50+A,55+A,60+A,30+B,35+B,40+B,45+B,50+B,55+B, 

60+B,30+C,40+C,50+C,60+C,65+O,70+O,75+Oは会場①②③④ 

のいずれかで実施する（※参加チーム数を踏まえて、会場を決定する） 

→ 30+WB,45+WB,60+WBは会場①にて実施する 

（※参加チームが多い場合は、会場②に会場が変更となる可能性あり） 

 

７ 募集枠 

  120チーム程度（約 1,200人の参加を想定 ／1チームあたり 10人程度を想定） 

  ※1チームあたりの選手の人数は最低 5人以上、最高 15人以内で構成 

  ※スタッフは上記人数に加えて 3名まで登録することができる 

 

８ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

  最新の OFFICIAL BASKETBALL RULES（国際バスケットボール連盟競技規則）及び 

本大会申し合わせ事項に則して実施 

(2) テクニカルデリゲート 

   国際バスケットボール連盟（FIBA） FIBA 2020 TOKYO OLYMPIC PROJECT MANAGER 

 村上 伸介 

(3) 大会ルール 

 ① 試合方式 

a) 予選リーグ戦を行ない、決勝トーナメントの組合せを決定する。なお、予選リ

ーグの成績を問わず、決勝トーナメントには全チームが参加できる。 

b) 順位決定のための決勝トーナメントをノックアウト方式で行う。なお、3位決

定戦は実施する。 

※１チームあたり最低 4試合実施 

    ※試合の組み合わせは参加チーム数が確定してから決定する。なお、予選リーグ

戦や決勝トーナメントを成立させるために、主催者の裁量で競技レベルや年齢

カテゴリーを統合して試合を行うことがあるので留意すること。 

    ※申込状況によっては、決勝トーナメントが実施されない場合がある。 

② 試合時間（最大） 

    1時間 45分／1試合 

③ タイムルール 

  a) 以下のタイムルールは全競技レベルの試合で適用する。 

1Q(10分) 休憩(2分)2Q(10分) 休憩(10分) 3Q(10分) 休憩(2分) 4Q(10分) 

b) 競技レベル A・WBのゲームは、フルストップクロック（すべてのホイッスルで

試合時間を止めること）で、10分間のクォーター制で行う。 

・24秒ルール・ショットクロックを適用する。 



 

・各チームは前半に 2 回のタイムアウト、後半に 3 回のタイムアウトが与え

られる。 

・制限時間内に試合が同点の場合、5分間の延長戦を行い、勝者が決定するま

で継続される。延長戦では、ホイッスルが鳴るたびに試合時間を止める。各延

長戦では、各チーム 1回のタイムアウトが与えられる。 

c) 競技レベル B・C・O では、10 分のクォーター制、途中で試合時間を止めずに

試合を行う。しかし、第 4 クォーターの終了最終 3 分間はタイムアウト、選

手交代、ファール、すべてのホイッスルで試合時間を止める。 

・24 秒ルール・ショットクロックは使用されないが、時間を稼ぐ戦法を使っ

ている場合は、レフリーは 10秒のカウントダウンを実施することができる。 

・前半、後半ごとに各チームに 2回のタイムアウトが与えられる。 

・制限時間内で試合が同点の場合、2分間の延長戦を行い、勝者が決定するま

で継続される。延長戦では、ホイッスルが鳴るたびに試合時間を止める。各

延長戦では、各チーム 1回のタイムアウトが与えられる。 

d) 試合前 

・各試合の開始時間前に最低 5分間のウォームアップ時間を取得できる。 

e) スコアシートは WMGとして回収しない。 

④ 障がい者の参加に関して 

   車いすバスケットボール部門のみのエントリーとすること 

 

９ 実施種別 

(1)  （一般部門）※1人 1種別の参加に限る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （障がい者部門）※1人 1種別の参加に限る 

 

 

 

 

(2) 競技レベル 

① A：プレミア 

国際大会や、全国大会の経験がある選手で構成されているチーム向けである。

競技レベル 性 別 年齢カテゴリー 

A 男子/女子 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

競技レベル 性 別 年齢カテゴリー 

B 男子/女子 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ 

競技レベル 性 別 年齢カテゴリー 

C 男子/女子 30+,40+,50+,60+ 

競技レベル 性 別 年齢カテゴリー 

O 男子/女子 65+,70+,75+ 

競技レベル 性 別 年齢カテゴリー 

WB 男子/女子 30+,45+,60+ 



 

少なくとも 2人の選手が国際大会での経験（国代表として出場）が必要である。

他のチームメンバーも州、県、エリートクラブ（プロリーグ）での経験が望ま

しい。 

② B：コンペティティブ 

グレード Aの地方大会など、国内大会で高い水準で競技した選手や、所属のク

ラブや市町を代表して州・県大会に出場したことのある選手向けである。 

③ C：レクリエーショナル 

競技経験が少なく、低いグレードのリーグや趣味や交流のためにスポーツを楽

しむ選手向けである。 

④ O：オープン 

65 歳以上、70 歳以上、75 歳以上の年齢カテゴリーは、当グレードのみで実施

する。 

⑤ ＷＢ（Wheelchair Basketball）：車いすバスケットボール 

身体障がい者（車いす）で地域大会やクラブチームで競技している選手。 

(3) 年齢・性別カテゴリー 

① 年齢はチーム内の最年少参加者の年齢により決定する。必ず、チーム内の最年

少参加者の年齢に適応した年齢カテゴリーでエントリーすること。 
    （例：最年少が 54歳の場合は、「50＋」でエントリーすること） 

② 最年少参加者の年齢に適応していない年齢カテゴリーでエントリーがあった場

合は、そのチームの競技参加を認めないので、注意すること。 
  （例：最年少が 54 歳の場合は、「30＋」「60＋」等でエントリーすることは認めない） 

③ 最年少参加者以外のチームメンバーは、エントリーした年齢カテゴリーを超え

る年齢であっても構わない。 
      （例：「30＋」でエントリーした場合、最年少以外のメンバーが 35歳以上でも可） 

 

10 参加資格 

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

(2) 車いすバスケットボールに出場する国内参加希望者は、次のいずれかの方法でエン

トリーすること。 

   ①現在、（一社）日本車いすバスケットボール連盟（JWBF）へ選手登録している方は

参加申込時に身体障害者手帳の写しを PDFファイルで添付するとともに、当日原

本を持参すること。また、JWBF登録番号及び認定を受けている持ち点を申告する

こと。 

②上記①に該当しない方は参加申込時に身体障害者手帳の写しを PDFファイルで添

付するとともに、当日原本を持参すること。競技期間中に会場にてクラス分けを

行なう。 

    なお、このクラス分けによる点数は本大会でのみ利用できるものであり、他大会

では利用できないので、注意すること。 

 (3) 車いすバスケットボールに出場する海外参加希望者は、次のいずれかの方法でエン

トリーすること。 

   ①現在、自国の National Federation へ選手登録している方は参加申込時に自国

National Federationが発行したクラス分けカードなど、自分の持ち点を証明で

きる資料の写し（英語表記のみ対象）を PDFファイルで添付するとともに、当日

原本を持参すること。また、認定を受けている持ち点を申告すること。 

   ②上記①に該当しない方は参加申込時に障がいの確認ができる公的な証明書の写し、

または医師の証明書の写し（いずれも英語表記のみ対象）を PDFファイルで添付

するとともに、当日原本を持参すること。競技期間中に会場にてクラス分けを行



 

なう。 

    なお、このクラス分けによる点数は本大会でのみ利用できるものであり、他大会

では利用できないので、注意すること。 

 

 ※ 車いすバスケットボール参加希望者については、申告した点数と身体能力が明らか

に相違している場合は、主催者の判断で点数を変更する場合がある。 

 

11 スタッフ 

  ・監督は各チーム１名必ず用意すること（選手兼任可） 

  ・監督専任者（選手兼任ではない監督）は複数チームの監督を兼任することも可能。 

その場合は、兼任するチームのうち代表する１チームの監督としてエントリー受付

を行うこと。試合当日は ADカードを持参の上、各会場の競技受付時にその旨申告す

ること。 

（※ただし、監督として兼任するチーム間の試合時間の重なりや会場が異なる場合

に対する試合組合せ・会場変更等の配慮は一切行わないので注意すること） 

 

12 表彰 

・メダルの対象は、各競技レベル・カテゴリー別に 1～3 位※（金・銀・銅）とする。 

   なお、メダルセレモニーはそれぞれの 3位決定戦・決勝戦終了後に実施する。 

  ・予選リーグ戦や決勝トーナメントを成立させるために、主催者の裁量で競技レベル

や年齢カテゴリーを統合して試合を行なった場合も、表彰は各チームが元々エント

リーしていた競技レベル・カテゴリー別で実施する。 

・主催者の裁量で個人参加者（チームメンバーが足りない者）同士を引き合わせて成

立させたチームは、表彰の対象外となる可能性がある。 

・車いすバスケットボールに関しては、チームの持ち点が 14.0 点を超える場合は表

彰の対象外となるが、特別ルールを採用して試合自体は実施する予定。 

 

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） 

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） 

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


 

 

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 

ユニフォームは、最新の OFFICIAL BASKETBALL RULES（国際バスケットボール連盟

競技規則）及び本大会申し合わせ事項に則すこと。 

混合チームで出場した場合や対戦チームとユニフォームの色が重なった場合は、ビ

ブスを着用すること。 

体育館フロア内など決められた場所では、必ず室内シューズを着用すること。 

(2) 競技用具 

   試合球は主催者で用意するが、練習球の貸し出しは行わないので注意すること。 

参加者は練習球を各自持参すること。 

(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) 適宜追記 

   荒天等による大会中止等の対応については、現在検討中。 

 

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 

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


 

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：大会当日 

  ② 受付場所：各体育館フロア入り口 

(3) 監督者会議 

① 会議日時：2022年 5月 21日（土） 時間は未定 

② 会議場所：グリーンアリーナ神戸（詳細は未定） 

(4) 事前練習・ウォーミングアップ等 

① 練習日時：各試合の開始時間前に最低 5分間のウォームアップ時間を取得できる 

② 練習場所：各試合会場での指示に従うこと 

(5) 競技結果 

 未定 

 (6) 交流イベント 

    未定 

 

18 問い合わせ先 

  バスケットボール競技に関する問い合わせは以下リンク先を参照のこと。 

  「大会ホームページお問い合わせフォーム」 https://wmg2021.jp/contact/ 

 

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

