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補足資料 1 これまでのWMG開催地と開催規模 

•World Masters Games(WMG)夏季大会は、これまで７回開催されており、参加者数も増加傾向にある。特に直近の2009年
シドニー大会においては、競技登録者28,676人を含む32,000人（登録者ベースでは33,244人。競技随伴者2,866人、監督
1,197人、ﾚﾌﾘｰ・ｱﾝﾊﾟｲｱ505人）の参加を得た最大の大会となった。 
•本年にはイタリアのトリノにおいて開催される予定。参加者５万人を目標としている。 
•第２回大会においては、デンマークの複数都市にて開催されている。 
•これまで、ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニアにおいては開催されてきたが、アジアにおいては未だ開催されていない。 
•WMG冬季大会は、2010年から始まっており、第１回大会がスロバニアのブレッドにて開催された。第２回大会はイタリアの
セストリエーレ等で開催予定。 

夏季大会 

開催年  開催国  開催都市  参加人数  参加国数  備考  

1985年  第1回  カナダ  トロント  8,300 61   

1989年  第2回  デンマーク  
ヘアニング、オー
ボー、 オーフス 

5,500 76 複数都市にて開催 

1994年  第3回  オーストラリア  ブリスベン 25,000 71   

1998年  第4回  アメリカ  ポートランド  25,000 100   

2002年  第5回  オーストラリア  メルボルン  26,000 97   

2005年  第6回  カナダ  エドモントン  22,000 88   

2009年  第7回  オーストラリア  シドニー  32,000 95 参加人員には随伴者、ﾚﾌﾘｰ等含める 

2013年  第8回(予定) イタリア トリノ 目標50,000 － － 

20１７年  第9回(予定) ニュージーランド オークランド 35,000以上 － － 

冬季大会 

開催年  開催国  開催都市  参加人数  参加国数  備考 

2011年  第1回  スロバニア ブレッド 2,800 42 冬の複合競技大会にて最大の参加者数。 

2015年  第2回(予定) イタリア 
セストリエーレ、ｱﾙ
ﾋﾟｱﾙﾀﾊﾞﾙｽｻ 
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補足資料 2 2009年シドニー大会にみる競技参加者のエリア分布 

エリア 参加国 参加人数 

オセアニア 6カ国 21,708人 

 ＊内、オーストラリア 20.089人 

北アメリカ 14カ国 3,201人 

南アメリカ 8カ国 353人 

ヨーロッパ 35カ国 2,560人 

アフリカ 8カ国 199人 

アジア 24カ国 655人 

 ＊うち、日本 221人 

合計 95カ国 28,676人 

■ 開催国参加者 
■ その他国参加者 

20,089人 
8,587人 

開催国参加者    ：    その他国参加者 

70.1％：29.9％ 

•2009年シドニー大会における競技参加者のエリア別参加者を分析すると、まずは開催国であるオーストラリアが70.1%と最
大である。 
•北アメリカ、ヨーロッパからの参加者がそれに続く。 
•日本は、アジアの中では最大の参加者数で、221人が参加している。 



補足資料 2-2 直近３大会にみる開催国以外の競技参加者のエリア分布 

•過去３大会において、開催国からの競技参加者は、７０％前後を占める。 
•開催国を除いたエリア別参加者を見ると、近年は北アメリカからの参加者数増が著しい。また、ヨーロッパや南アメリカから
の参加者も増加傾向にある。 
 

メルボルン 
2002 

エドモント 
2005 

シドニー 
2009 

北アメリカ 1,540 2,170 3,199 

ヨーロッパ 2,295 2,420 2,554 

オセアニア 1,318 1,714 1,655 

アジア 
うち日本 

800 
199 

563 
186 

625 
221 

南アメリカ 200 323 355 

アフリカ 141 103 199 
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補足資料 3 2009年シドニー大会の参加者分析について 

•直近の2009年シドニー大会においては、既に大会報告書や調査結果が公表されている。 
•シドニー大会報告書及びIMGAが公表している “Why bid for the World Masters Games”をもとに、分析。 
•同行者の平均人数は、国内競技者で3.3人、海外競技者で3.7人。総滞在期間は海外競技者で15.8日に及ぶ。 
•国別の競技参加者数では、２万人強の約７割がオーストラリアから。 
•アジアからの競技参加者のうち、最大人数は２２１人で日本。（※ちなみに中国本土２３人、台湾１１人、韓国３人） 

■ 友人や家族と同行した競技者の割合 

旅行形態 国内競技者 海外競技者 

一人で 43% 48% 

友人や家族と 57% 52% 

■ 同行者の平均人数 

旅行形態 国内競技者 海外競技者 

同行者の平均 2.0人 2.3人 

大会参加者を含む 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ人数の平均 

3.3人 3.7人 

国内参加者 
大会前の 
滞在期間 

大会中の 
滞在期間 

大会後の 
滞在期間 

総滞在期間 

開催都市 1.0 6.6 0.5 8.1 

周辺都市 0.3 0.8 0.2 1.3 

合計日数 1.3 7.4 0.7 9.4 

■ 大会期間中の国内競技者の滞在期間（日） 

海外参加者 
大会前の 
滞在期間 

大会中の 
滞在期間 

大会後の 
滞在期間 

総滞在期間 

開催都市 1.9 7.4 1.2 10.5 

周辺都市 0.5 1.0 0.9 2.4 

その他の国
内地域 

1.0 0.2 1.7 2.9 

合計日数 3.4 8.6 3.8 15.8 

■ 大会期間中の海外競技者の滞在期間（日） 



補足資料 4-1 種目候補とマスターズ大会参加者実績および登録者数 

日本（関西）大会における競技候補 国内単一マスターズ大会 国内中央競技団体 

競技名 大会名 参加者数 団体名称 登録者数 

アーチェリー 第3回マスターズ全国通信アーチェリー大会 約100 全日本アーチェリー連盟 約12,000 

陸上競技 第32回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 1,486 日本陸上競技連盟 約320,000 

バドミントン 

日本スポーツマスターズ陸上競技選手権大会 344 

日本バドミントン協会 約245,000 
第28回全日本シニアバドミントン選手権大会 2.355 

バスケットボール 日本バスケットボール協会 約610,000 

カヌー 日本カヌー連盟 約5,000 

自転車競技 日本スポーツマスターズ2011石川大会 322 日本自転車競技連盟 

サッカー（フットサル） 

日本スポーツマスターズ2011石川大会 334 

日本サッカー協会 約16,500 
シニア選手のみ 

第10回全国シニアサッカー大会 400 

フィールドホッケー 第9回全日本マスターズホッケー大会 263 日本ホッケー協会 

オリエンテーリング（縦走） 第38回全日本オリエンテーリング大会 215 日本オリエンテーリング協会 約1,400 

ボート競技 第5回全日本（JARA)マスターズレガッタ 383 日本ボート協会 約8,800 

射撃 第16回全日本マスターズライフル射撃選手権大会 101 日本ライフル射撃協会 約6,500 

ソフトボール 

日本スポーツマスターズ2012高知大会 2,803 

日本ソフトボール協会 約135,000 
第30回シニア・第18回古希ソフトボール大会 約1,440 

スカッシュ 

第17回スカッシュマスターズカーニバル 167 

第40回全日本スカッシュ選手権大会マスターズ部門 69 

卓球 全日本卓球選手権大会（マスターズの部） 1,497 日本卓球協会 約300,000 

トライアスロン 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 662 日本トライアスロン協会 約20,000 

重量挙げ 第30回全日本マスターズ選手権大会 208 

野球（硬式・軟式） 

日本スポーツマスターズ2012高知大会 744 日本野球連盟 約11,000 

第27回全日本還暦軟式野球硬式野球選手権大会 約1,280 全日本軟式野球連盟 約1,140,000 



補足資料 

日本（関西）大会における競技候補 国内単一マスターズ大会 国内中央競技団体 

競技名 大会名 参加者数 団体名称 登録者数 

ゴルフ（コース・グラウンド） 

日本スポーツマスターズ2012高知大会 

139 
 

予選会総数 
499 

日本ゴルフ協会 約5,000 
第17回全日本シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 

第17回全日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 

第8回全日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 

水泳 
日本スポーツマスターズ2011石川大会 589 

日本水泳連盟 
ジャパンマスターズ2012 5,461 

ラグビー 第14回菅平高原不惑クラブラグビーフットボール交流試合 800 日本ラグビーフットボール協会 約110,000 

ボウリング 
日本スポーツマスターズ2011石川大会 250 

全日本ボウリング協会 約12,000 
第45回全日本シニアボウリング選手権大会 661 

テニス（硬式・軟式） 
日本スポーツマスターズ2011石川大会（ソフトテニス） 350 

日本テニス協会 約11,000 
第73回日本ベテランテニス選手権（硬式） 1,064 

ダンススポーツ（エアロビクス・社交ダンス） ねんりんピック2011熊本ダンススポーツ交流大会 650 日本エアロビック連盟 約2,500 

日本武道・アジア武術 

日本スポーツマスターズ2011石川大会（空手道） 534 全日本空手道連盟 約80,000 

第8回日本マスターズ柔道大会 410 全日本柔道連盟 約177,000 

全日本剣道連盟 約1,670,000 

日本武術太極拳連盟 約64,000 

ウォーキングスポーツ 第34回日本スリーデーマーチ 1,000 

綱引き 日本スポーツマスターズ2004福島大会 144 日本綱引連盟 

フィッシング 関西ジギングトーナメント 120 

ヨット 第29回レーザー全日本マスターズ選手権大会 83 日本セーリング連盟 約10,000 

ハンドボール 第20回全日本マスターズハンドボール大会 約1,560 日本ハンドボール協会 約88,000 

バレーボール 
日本スポーツマスターズ2011石川大会 1,461 

日本バレーボール協会 約395,000 
第2回全国ヴィンテージ8’ｓバレーボール交流大会 約480 

4-2 種目候補とマスターズ大会参加者実績および登録者数 


