
 
 

令和 2 年 11 月 19 日 

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」について 
 
 
【報告】 

 
1．ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 ＩＭＧＡ総会の結果について 

 
２．Do Sports プロジェクト 全国水泳記録会の実施について 

 
 
 
 

【ワールドマスターズゲームズとは】 
・ ワールドマスターズゲームズ（WMG）は、概ね 30 歳以上であれば誰もが参加できる 

生涯スポーツの世界最大級の国際総合競技大会。 
・ これまで、カナダ、デンマーク、オーストラリア、アメリカなどの都市で４年おきに 

開催され、延べ 17 万人のスポーツ愛好家が参加している。 
この大会が、2022 年、アジアで初めて、日本で開催される。 
 

【ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の概要】 
開 催 期 間：2022 年（開催日程については調整中） 
開 催 競 技：35 競技・59 種目 
開 催 場 所：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 

徳島県、京都市、大阪市、堺市、神⼾市 
参加目標人数：5 万人（国内 3 万人、海外 2 万人） 
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ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 ＩＭＧＡ総会の結果について 

 
 

11 月 4 日（水）に開催された国際マスターズゲームズ協会（IMGA）総会において、本大会
の延期の開催⽅針について提案を⾏いました。 
 提案結果について以下の通りご報告いたします。 
 
■IMGA 総会での提案結果 
   ・WMG2021 関⻄の 1 年延期（2022 年の開催）が承認された。 

・WMG2021 関⻄の延期後の開催日程に関しては、継続して調整を⾏うこととされた。 
  

■提案内容（概略）  
〇開催概要 

・大会名称︓ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄（現⾏のまま） 
・開催日程︓2022 年 5 月 13 日（⾦）〜5 月 29 日（日）までの 17 日間 
・実施競技︓35 競技 59 種⽬ 
・⽬標⼈数︓5 万⼈（国内 3 万⼈、国外 2 万⼈） 

   〇延期に伴う参加者への対応 
・既エントリー者の出場枠は確保する。 
・延期に伴う参加者の年齢区分の変更に関しては、各国際競技連盟（International 
Sport Federation 以下、IF）の⽅針に従う。 

・開催⽅針の発表を受け、既エントリー者がキャンセルする場合、⼿数料５％を控除した
額を返⾦する。 
 

■IMGA 総会の概要 
名称︓IMGA General Assembly（IMGA 定期総会※例年の 5 月開催が延期に 
なったもの） 
日時︓令和2年11月4日（水） 12︓30〜16︓30（JST 20︓30〜24︓30） 
場所︓オンライン開催 
メンバー︓IMGA 理事、各 IF 代表ほか 
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Do Sports プロジェクト 全国水泳記録会の実施について 

 
〇趣旨 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会はオンラインで参加できるスポーツ大
会「Do Sports プロジェクト（#Do スポ）」を 2020 年 7 月から開始しました。本プロジェ
クトは、“する”スポーツ大会の中⽌が続く中、WMG2021 関⻄参加者をはじめとする競技
者、スポーツ愛好家のモチベーションを維持し、また初心者層にもスポーツ大会の魅力を
体感していただく機会となるよう、「一人でするスポーツが、みんなと楽しめる最高の大
会になる」をコンセプトに、一人でスポーツをしながら参加者とオンラインで順位を競う
地域を超えたスポーツ大会を実現しようとするものです。本組織委員会とスポーツ大会主
催者のコラボレーションにより、コロナ禍における新たな形のスポーツイベントを創りあ
げたいと考え、これまで「ラン＆ライド（自転車）」「陸上記録会」を実施し、多くのスポ
ーツ愛好家が参加しました。 
この度第 3 回として、本プロジェクトの趣旨に賛同頂いた大和ハウスグループ スポーツ
クラブ NAS と連携し、全国水泳記録会を実施いたします。 
 

〇Do Sports プロジェクト第 3 回 全国水泳記録会 

・名称：WMG2021 関⻄ #Do スポ全国水泳記録会 with スポーツクラブ NAS 
・開催日：2020 年 11 月 14 日（土）から 12 月 20 日（日）まで 

（記録会の日時は施設ごとに設定） 
・申込期間：2020 年 10 月 23 日（金）から開催日の 3 日前まで 
・場所：スポーツクラブ NAS のプール保有施設 47 店舗 
・種目：25m 自由形、50ｍ自由形、25m 背泳ぎ、50m 背泳ぎ、25m 平泳ぎ、50ｍ平泳ぎ、

25m バタフライ、50m バタフライ 
・対象：18 歳以上の方 
・参加料：1,500 円（施設利用料につきプール以外の利用も可） 

（スポーツクラブ NAS 会員 参加料無料） 
・主催：公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会 
・協力：スポーツクラブ NAS 株式会社（大和ハウスグループ） 
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（参考）Do Sports プロジェクト実績 

 
【第 1 回 オンラインラン＆ライド】 

 ・名称：TATTA サタデーラン＆ライド with ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄ 
・開催日：7/23（⽊）0：00〜7/26（日）23：59 
・主催：（一財）アールビーズスポーツ財団 
・共催：（公財）ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会 
・エントリー者数 計 1,144 名（ラン：1,124 名、ライド：20 名） 
・広報展開 

報道露出（新聞・WEB メディア複数社） 
メディアパートナーTwitter 社の協力による広告配信 
アールビーズ社発行「ランナーズ」での広告掲載（無料） 
アールビーズ社 Youtube チャンネルでの本大会 PR 

 
【第 2 回 オンライン陸上記録会】 
 写真判定を可能とするスマートフォンアプリを活用した陸上

記録会を実施。当プロジェクト趣旨に賛同いただける各地の
競技主催者が、各々の地元の競技場で記録会を開催。計測し
た記録を組織委員会にて収集し、ランキングにして競う。 
 
・開催日：2020 年 10 月 3 日から 11 月 1 日までの間 

      ※ランキングは集約のうえ、11 月中旬に公開予定 
・開催場所：神奈川、山梨、新潟、愛知、愛媛、沖縄 
     ※今回はトライアルの位置づけ。次回開催時には地域拡大を図る。 

 ・種目：100ｍ、400m、1500ｍのうちいずれか 1 種目を必須とする。 
 ・参加者数：約 500 名 


