
 

 

 

 

 

 
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 京都府実行委員会 

ワールドマスターズゲームズ 2021関西 福知山市実行委員会 
 
２ 共催   公益財団法人日本ソフトテニス連盟、京都府、福知山市 
 
３ 主管   京都府ソフトテニス連盟 
 
４ 期日   2021年 5月 15日（土）から 23日（日）まで（競技日数 8日間） 
 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 15日(土) 
9:30～17:00 

17:00～ 

前日練習 

開始式 

5月 16日(日) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 予選リーグ 60歳、70歳、80歳 

女子ダブルス 予選リーグ 60歳、70歳、80歳 

5月 17日(月) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 予選リーグ 60歳、70歳、80歳 

女子ダブルス 予選リーグ 60歳、70歳、80歳 

5月 18日(火) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 決勝トーナメント 60歳、70歳、80歳 

女子ダブルス 決勝トーナメント 60歳、70歳、80歳 

表彰式 

終了後、前日練習（レクリエーショナル部門） 

5月 19日(水) 9:30～18:00 

【レクリエーショナル部門】 

ダブルス 予選・決勝リーグ 

60歳、80歳、100歳、120歳、140歳 

5月 20日(木) 9:30～18:00 

【レクリエーショナル部門】 

ダブルス 予選・決勝リーグ 

60歳、80歳、100歳、120歳、140歳 

表彰式 

終了後、前日練習（アスリート部門） 

5月 21日(金) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 予選リーグ 30歳、40歳、50歳 

女子ダブルス 予選リーグ 30歳、40歳、50歳 

5月 22日(土) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 予選リーグ 30歳、40歳、50歳 

女子ダブルス 予選リーグ 30歳、40歳、50歳 

5月 23日(日) 9:30～18:00 

【アスリート部門】 

男子ダブルス 決勝トーナメント 30歳、40歳、50歳 

女子ダブルス 決勝トーナメント 30歳、40歳、50歳 

表彰式・終了式  

※2019年 12月 4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。 



 

※ アスリート部門の各年齢カテゴリーは、ペアのそれぞれが制限年齢以上であること 

※ レクリエーショナル部門の各年齢カテゴリーは、ペアの合計年齢が制限年齢以上で

あること。 

※ 各部門の種別順位決定後に随時表彰式を行う。 

 

５ 会場 

福知山市三段池公園テニスコート 

（〒620-0017 京都府福知山市猪崎 377－1） 

 

６ 募集枠 

(1) アスリート部門 ダブルス  

各年代別 90ペア 180名 12種別✕180名 合計 2,160名 

(2) レクリエーショナル部門 ダブルス 

各年代別 60ペア 120名  5種別✕120名 合計 600名 

※ アスリート部門とレクリエーショナル部門の重複参加はできない。 

 また、アスリート部門、レクリエーショナル部門ともに部門内での重複参加は、

できない。 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

(1) 競技規則 

国際ソフトテニス連盟（ISTF）ルールに準ずる 

(2) テクニカルデリゲート 

主：（公財）日本ソフトテニス連盟 専務理事 野際 照章 

副：京都府ソフトテニス連盟 副会長 中山 則男 

 (3) 部門 

① アスリート部門 ・・ ソフトテニス上級者を対象とする 

 ② レクリエーショナル部門 ・・ 経験の少ない人を対象とする 

(4) 大会ルール 

① マッチは、すべて７ゲーム（４ゲーム先取）とする。 

② 予選は、リーグ戦（参加数により変更する場合がある） 

③ 予選から本戦への勝ち上がり基準（順位）は、各リーグの１位とする。 

④ 本戦はトーナメント方式 

⑤ 試合の順番は、予めＨＰ及びメールで通知する。 

⑥ 審判は本部で行うが正審のみとする。ただし、決勝トーナメント準決勝以降は正

副審判とする。 

※リーグ内順位の決め方 

勝率の高い順に順位を決める。 

勝率が同率の場合は、次の各号に定めるところによる。 

 1) 二者同率の場合は、対戦の勝者を優位とする。 

 2) 同率者が三者以上の場合は、同率者相互のみの成績を比較し、勝率の高い 

順に順位を決定する。 

     3) 2)の規定により決めることができない場合は、同率者相互のみを比較し、 

これにより、二者同位になった時点で 1)を適用する。 

      1.得ゲーム数から失ゲーム数を減じた値の大きいペアを優位とする。 

      2.得ポイント数から失ポイント数を減じた値の大きいペアを優位とする。 

 



 

８ 実施種別 

 （一般部門） 

部門 種別 年齢カテゴリー *1 *3 

アスリート部門 
男子ダブルス 30+,40+,50+,60+,70+,80+ 

女子ダブルス 30+,40+,50+,60+,70+,80+ 

レクレーショナル部門 ダブルス*2 60+,80+,100+,120+,140+ 

*1  アスリート部門の各年齢カテゴリーは、ペアのそれぞれが制限年齢以上であること。 

レクリエーショナル部門の各年齢カテゴリーは、ペアの合計年齢が制限年齢以上で

あること。 

*2 レクレ－ショナル部門は、男子のみ、女子のみ、ミックスを可とする。 

 *3 ペアの年齢カテゴリーよりも若い区分での出場は可能とする 

   （例 120のカテゴリーに 140のカテゴリーが入るのは可能） 

 

９ 参加資格 

(1) 日本ソフトテニス連盟への選手登録は、不要とする。 

 (2) 障がいのある方の参加も可とする。（但し、車椅子または、コートに影響を及ぼす

器具を使用しての参加は認めない。） 

 

10 年齢基準 

30歳以上（1991年 12月 31日以前に出生した者） 

 

11 表彰 

メダルの対象は、各カテゴリー別に１～３位（金・銀・銅・銅）とするが、カテゴリ

ーによっては、１～２位のみの場合もある。 

 

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。） 

(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  

ラケットの無料レンタルを実施する。レンタル希望者は、参加申込時に申し出る 

こと。 

 

 

 

 

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


 

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。 

※ ペアによる申込を基本とするが、個人（1人）での申込を受け付ける。 

  その場合のペアリングは、実行委員会で決定する。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

原則テニスウェアを着用することとするが、WMG 公式ウェア等のスポーツウェアの

着用も認める。 

(2) 競技用具等 

① ラケット 

ラケットは、原則選手本人が ISTF規格に合ったものを準備すること。 

② シューズ 

スパイクシューズ等の人工芝を痛めるものは認めない。 

テニスシューズでなくても底面の平面なものは認める。 

※ 三段池公園テニスコート ― 砂入り人工芝コート 

③ ボール 

試合で使用するボールは、主催者が準備する。 

※ 練習で使用するボールは選手本人が準備すること。 

 ただし、海外からの参加者はその限りではない。 

(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) 荒天時等の対応 

   荒天時等のスケジュール変更はあるが、予備日は設けない。 

 

 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.playtruejapan.org/upload_files/uploads/2018/04/wada_code_2015_jp_20180401.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf
https://www.imga.ch/assets/IMGA-Anti-Doping-Rules-2015.pdf


 

（6）その他 

個別に応募する人は、主催者によって他のプレイヤーとランダムにペアリングされ 

ます。 

 

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 受付 

競技に参加（出場）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 

各カテゴリー・種目の初日試合開始 1時間前 

※ 試合の順番は、予めＨＰ及びメールで通知する。 

  ② 受付場所 

    三段池公園クラブハウス前 

(3) 練習コート受付 

① 受付日時 

当日受付：5月 15日（土）  9:00～16:00（予定） 

  ② 受付場所 

三段池公園クラブハウス前 

③ 備  考 

5月 15日（土）10:00～17:00、30分間隔とする。 

  18日（火）午後、但し競技終了後 

  20日（木） 〃           〃 

※練習は、複数人での同時使用を可能とする。 

 

17 問い合わせ先 

〒620-8501 京都府福知山市字内記 13番の 1 

福知山市 地域振興部 文化・スポーツ振興課 スポーツ交流係 

電話 0773-24-7092 Fax  0773-23-6537 

e-mail bunspo@city.fukuchiyama.lg.jp 

https://www.wmg2021.jp/accommodation/index.html
https://www.wmg2021.jp/games/trafficguide.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html

