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スポーツアコードにおけるＩＭＧＡ総会の結果について 

（公財）WMG2021 関西組織委員会 

公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会は、主宰団体である国際

マスターズゲームズ協会（IMGA）との協議の結果、2016 年 10 月 26 日に決定した 32 競技 55

種目に加え、新たにアーチェリー（インドア）、フライングディスク、カヌー（ポロ）を公

式競技に追加するとともにテニス競技の 1種目であるソフトテニスを１競技として実施する

こととし、去る４月 16 日の IMGA 総会で 34 競技 58 種目に正式決定しました。 

種目 府県市 開催市町 種目 府県市 開催市町

ターゲット 鳥取県 鳥取市 16 滋賀県
米原市
長浜市

インドア 鳥取県 鳥取市 17 鳥取県 米子市

トラック＆フィールド 18

10ｋｍロードレース 滋賀県 彦根市 スプリント

ハーフマラソン 和歌山県 上富田町 フォレスト 兵庫県
養父市、神河町、
香美町

駅伝 和歌山県 田辺市 20 滋賀県 大津市

競歩 21 大阪府 東大阪市

3 ヨット 和歌山県 和歌山市

硬式野球 ウインドサーフィン 和歌山県 和歌山市

軟式野球 滋賀県
守山市
東近江市

クレー 兵庫県 （岡山市）

5 ライフル 和歌山県 海南市

6 徳島県
徳島市
石井町

24 滋賀県
草津市、守山市、
東近江市

マラソン 京都府 京丹後市 25 京都府 福知山市

スプリント 奈良県 吉野町 26

スラローム 徳島県 那賀町 競泳

ポロ 飛込

ドラゴンボート 滋賀県 大津市 水球 兵庫県 尼崎市

トラック 鳥取県 倉吉市
アーティスティック
スイミング

兵庫県 尼崎市

ロードレース 鳥取県 倉吉市 オープンウォーター 大阪府 泉南市

マウンテンバイク 京都府 和束町 28

BMX 大阪府 岸和田市 29 兵庫県 姫路市

9 和歌山県 和歌山市 30 兵庫県
三木市
加西市

サッカー トライアスロン 徳島県 美波町

フットサル アクアスロン 徳島県 美波町

11 デュアスロン 京都府 南丹市

12 ゲートボール 京都府 京丹波町 32 奈良県 葛城市

13 鳥取県 湯梨浜町 インドア 和歌山県 和歌山市

14 徳島県
徳島市、鳴門市、
阿波市、神山町 ビーチ 兵庫県 南あわじ市

15 京都府 京田辺市 34 徳島県 鳴門市

公

式

競

技

グラウンド・ゴルフ

ホッケー

柔道

空手道

ソフトテニス
公

式

競

技

綱引

バドミントン

4 野球

フライングディスク

10 サッカー

8 自転車

7

ゴルフ

ハンドボール

33

ウエイトリフティング

バレーボール

ダンススポーツ

31

27 水泳

卓球

テコンドー

テニス

トライアスロン

調整中

オリエンテーリング

22 セーリング

ボート

ラグビーフットボール

ＷＭＧ2021関西 公式競技・種目一覧　（34競技・58種目）

1 アーチェリー

ソフトボール

スカッシュ

2 陸上競技

競技競技

23 射撃

19

バスケットボール

ボウリング

カヌー

京都市

神戸市

神戸市

調整中

堺市

堺市

京都市

神戸市

京都市

神戸市

京都市

神戸市

神戸市

神戸市
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滋賀県 鳥取県

競技 種目 競技 種目

 陸上競技  10kmロードレース  ターゲット

 野球  軟式野球  インドア

 カヌー  ドラゴンボート  トラック

 ホッケー  ロードレース

 ボート  グラウンド・ゴルフ

 ソフトボール  柔道

京都府 徳島県

競技 種目 競技 種目

 カヌー  マラソン  ボウリング

 自転車  マウンテンバイク  カヌー  スラローム

 ゲートボール  ゴルフ

 ハンドボール  トライアスロン

 ソフトテニス  アクアスロン

 トライアスロン  デュアスロン  ウエイトリフティング

大阪府 京都市

競技 種目 競技 種目

 自転車  BMX  開会式

 ラグビーフットボール  陸上競技  トラック＆フィールド

 水泳  オープンウォーター  バドミントン

 空手道

兵庫県  スカッシュ

競技 種目

 オリエンテーリング  フォレスト 大阪市

 射撃  クレー 競技 種目

 飛込  閉会式

 水球

 アーティスティック
 スイミング

堺市

 テコンドー 競技 種目

 テニス サッカー

 バレーボール  ビーチ フットサル

奈良県 神戸市

競技 種目 競技 種目

 カヌー  スプリント  陸上競技  競歩

 綱引  野球  硬式野球

 バスケットボール

和歌山県  オリエンテーリング  スプリント

競技 種目  水泳  競泳

 ハーフマラソン  卓球

 駅伝

 ダンススポーツ 調整中

 ヨット 競技 種目

 ウインドサーフィン  カヌー  ポロ

 射撃  ライフル  フライングディスク

 バレーボール  インドア

 陸上競技

 セーリング

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
３４競技５８種目　開催地別一覧

 アーチェリー

 自転車

 トライアスロン

 水泳

 サッカー
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ワールドマスターズゲームズ2021関西の成功に向けた、DOスポーツの機運醸成を目指す 

 “Team Do Sports”Project 

第1弾プロジェクトTeam Do Sports Portal 運用開始
アマチュアスポーツの大手エントリーサイトや地方自治体と提携 

年間約15,000件のアマチュアスポーツ大会を一元的に検索可能にするポータルサイトが誕生 

公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会は、誰もが日常的にスポーツを楽しめる

社会を目指し、スポーツ活動を行う機会の創出や環境整備を広く呼びかける「Team DoSports  Project（チ

ームドゥスポーツプロジェクト）」を推進します。その第一弾プロジェクトとして、4月17日（火）よりスポ

ーツ愛好者に向けた総合的なスポーツ関連サービスを提供するポータルサイト「Team DoSports Portal（チ

ームドゥスポーツポータル）」の運用を開始します。 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西（以下、「WMG2021関西」）が開催される 2021年までに、国

内およびアジアでは国際的なメガスポーツイベントの連続開催が控えており、全国的に スポーツ機運が高まる

ことが予想されます。その機運を受け、観戦だけでなく多くの方が実際にスポーツをする「DOスポーツ」へ

の転換および機運醸成を図るのが「Team Do Sports  Project」です。 

この度、第1段プロジェクトとして運用を開始する「Team Do Sports Portal」は、アマチュアスポーツ

のエントリー機能を有する大手サイトや地方自治体と提携し、あらゆるスポーツ大会のエントリーを一元的に

検索可能にしてまいります。今後も提携先を増やしながら、WMG2021関西の開催種目競技者（推計実施人

口8,483万人：スポーツ白書2017）を中心に幅広くスポーツ愛好者に対し、当サイトを通した様々なサー

ビスや情報の提供を行ってまいります。

Team Do Sports Portal（PC版）トップページ URL https://team-do-sports.com/ モバイル版 
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Team Do Sports Portal 概要 

スポーツ愛好者の交流を促し、スポーツ大会の案内や施設予約などのDOスポーツに関連するサービスを提

供するポータルサイトです。2018年4月からは、地方マラソンやトライアスロンをはじめとするアマチュア

スポーツ大会（約 15,000 件／年間）の検索を可能にする「エントリー機能」の運用を開始、以降も以下4

つの機能を中心に、内容を充実させていく予定です。 

① ENTRY機能 

大手スポーツエントリーサイトと連携し、年間約 15,000 件のアマチュアスポー

ツ大会の検索を可能にする。連携サイト（下表）の会員数を合計した、現在リーチ

可能な会員総数は約500万人にのぼる。 

サイト名 URL 概要 会員数 

RUNNET https://runnet.jp/ 
日本最大級のランニング情報ポータル
サイト 

280万人 

JTB SPORTS STATION https://jtbsports.jp/ 
海外からの誘客にも強いJTBのスポー
ツエントリーサイト 

国内：35万人 
海外：約３万人 

SPORTS ENTRY http://spoen.net 
年間3600件以上の多種目アマチュア
スポーツを総合支援 

200万人以上 

② PERSONAL機能 
個人やチームを登録でき、対戦相手や仲間さがしなどのマッチング機能や、SNS

と連携した情報共有機能を提供。2018年4月から運用開始。 

③ SERVICE機能 
スポーツ施設の検索や予約、スポーツ大会開催地周辺の宿泊施設の検索や予約、用

具のレンタルや購入などのサービスを提供。2018年夏頃から順次運用開始予定。 

④ NEWS機能 

WMG2021関西に関連するニュースのほか、スポーツ大会の情報やDOスポーツ

関連情報（関連イベント／地域の取り組み／スポーツのハウツー／有識者コメント

など）を提供する。2018年夏頃から順次運用開始予定。 

大会検索画面（PC版） 

大会一覧画面（PC版） 
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ワールドマスターズゲームズ2021関西

プログラム募集

～ 人とひと、人と地域を「つなぐ」 ～

大会３年前・関西スポーツの日 ５月14日受付開始

プログラムとはプログラムとは
組織委員会では、大会を一過性のスポーツ大会に留めることなく、次世代に成果を

遺すために「レガシー基本構想」を策定しました。基本構想では、大会が色々な可能性

を持つことを謳っています。

この基本構想を具体化するため、多くの方の大会参画を募る「TSUNAGUプログラム」

をスタートします。このプログラムは、地域や団体の方々の取組や活動を登録し、皆さ

んの活動を通じてワールドマスターズゲームズ2021関西を応援していただこうというも

のです。

スポーツはもちろんのこと、文化事業やボランティア活動、地域交流事業や子ども会

の活動等を登録して、大会を盛り上げてください！

【取組事例】

・スポーツ事業／文化事業／交流事業（地域・海外）

・地域貢献活動／ボランティア活動／大学等での授業 等々

あなたの活動をぜひ登録してください！ 皆さんの参加をお待ちしています！



２ 対象となる活動等の主催者

自治体、スポーツ・文化関連団体、学校等教育機関、財団・社団法人、NPO法人、

地域関連団体（自治会・町内会）等

３ 実施要件

・大会の機運醸成に寄与するものであること

・公序良俗に反しないこと

・営利・宣伝を目的としないこと

・大会スポンサーのマーケティング活動を妨害しないこと

基 本 要 件基 本 要 件

登録後の特典登録後の特典
特典１ TSUNAGUプログラムのロゴマーク使用（テーマ別に５色）

や大会マスコット 『 スフラ 』のイラスト使用

特典２ ポスターやチラシ等で以下の文言の使用

『ワールドマスターズゲームズ2021関西 TSUNAGUプログラム』

特典３ 大会公式ホームページで登録された活動や事業等の情報を発信

登 録 方 法登 録 方 法
申込書に必要書類（事業の概要、誓約書等）を添えて、組織委員会までご提出ください。
申込書や詳細については、大会公式ホームページをご覧ください。

文化 「観光・産業・文化」の発揮

世界 「KANSAI・アジア・世界観」の拡大

地域 「地域・環境・社会」の再創

個人 「スポーツ・健康・生きがい」の活力

未来 「教育・科学・次世代」の進化

１ 対象事業

レガシー基本構想の５つのテーマ につながる取組・活動・事業等

WMG2021関西 TSUNAGU 検索


