
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワールドマスターズゲームズ（Wikipedia） 

ワールドマスターズゲームズ (英語：World Masters Games) は中⾼年齢者のための世界
規模の国際総合競技⼤会。デンマークのコペンハーゲンに本部を置く国際マスターズゲー
ムズ協会 (IMGA) が主催する。夏季⼤会はおおよそ 4 年ごとに開催される。 

⼤会創設時に提唱された理念は「スポーツ・フォー・ライフ（⼈⽣を豊かにするスポーツ）」。
参加資格最⼩年齢は、実施される競技を管轄する国際競技連盟により異なるが 25 歳から 35
歳以上で、競技によってはそれより若い選⼿も参加できるものもある。年齢以外には参加資
格は設けられておらず、誰でも参加できる。第 1 回は 1985 年、カナダのトロントで開催さ
れた。2010 年より 5 年ごとに冬季⼤会も開催されている。 



 
 
 
ワールドマスターゲームズ２０２１ 兵庫県 
https://wmg2021.hyogo.jp/ 
 

 
 
参加基準は年齢のみで上限なし（競技種⽬ごとに設定） 
予選はなく、登録すれば複数競技種⽬に出場可能 
年代別に競技種⽬を実施し、各年代別にメダルを授与 
元プロやオリンピック選⼿も出場可能（競技キャリアにとらわれない） 
 
 
オープン競技⼀覧表 
https://wmg2021.jp/games/pdf/showcase-sports-date.pdf 
 

 
 
次ページ以降を参照 
 
 
 



オープン競技一覧表 

※下記の表は、競技日程の開催順で記載しております。（2021.3.29 時点）
競 技 府県市 市 町 村 日程(予定) 会場（予定） 

ﾎﾞｰﾄ 大阪府 高石市 
2020.9.26～27 
※新型コロナウイルス感染防止のため

2020.4.25～26開催予定の大会を延期

大阪府立漕艇センター 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 大阪市 - 
2020.10.11 
※新型コロナウイルス感染防止のため

2020.5.24開催予定の大会を延期

大阪城公園及び大阪城東外堀・周辺特設コー

ス 

軟式野球 徳島県 

鳴門市 

徳島市 

阿南市 

2020.10.30～11.1 

オロナミンC球場 

JA バンク徳島スタジアム 

JAアグリあなんスタジアム 

車椅子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 大阪府 東大阪市 2020.12.5～6 東大阪市ウィルチェアースポーツコート 

SEA TO SUMMIT  

(ｶﾔｯｸ ＋ 自転車 ＋

登山)

鳥取県 
米子市、大山町、 

日吉津村 

2021.5.29～30 

2022.5（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5開催予定の大会を延期

・カヤック（8km）

日野川河口～皆生温泉海岸沖日本海

・自転車（23.5km）

日野川河口～大山博労座

・登山（4km）

大山博労座～大山頂上

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 鳥取県 

米子市、境港市、 

南部町、伯耆町、 

大山町、日吉津村 

2021.8.29 
※本大会の公式競技延期に伴い

2020.7.19開催予定の大会を延期

・水泳（3km）

皆生温泉海岸沖日本海

・自転車（140km)

米子市～大山山麓～米子市

・マラソン（42.195km）

米子市～境港市～米子市

ﾋﾞｰﾁﾗｸﾞﾋﾞｰ 和歌山県 白浜町 
2021.10（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2020.9.27開催予定の大会を延期

白良浜海水浴場 

西宮市障害者 

ｽﾎﾟｰﾂ競技大会 

(車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、 

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、 

ﾎﾞｯﾁｬ） 

兵庫県 西宮市 
2022.4.17（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.4.18開催予定の大会を延期

西宮市立中央体育館 

ﾍﾟﾀﾝｸ 兵庫県 宝塚市 
2022.5.3～4（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.2～3開催予定の大会を延期

宝塚市立スポーツセンター 

ｳｴﾙﾈｽﾀﾞｰﾂ 大阪府 吹田市 
2022.5.8 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.9開催予定の大会を延期

大和大学 

ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 和歌山県 和歌山市 
2022.5.8 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.2.28開催予定の大会を延期

和歌山ビッグホエール 

ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ 福井県 坂井市 
2022.5.13～20 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.14～21開催予定の大会を延期

坂井市海浜自然公園 

フクイカントリークラブ 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ 兵庫県 三田市 
2022.5.14～15(予定) 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.15～16開催予定の大会を延期

兵庫県立有馬富士公園 

ｳｵｰｷﾝｸﾞ 兵庫県 洲本市 
2022.5.21～22（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.22～23開催予定の大会を延期

淡路島 

囲碁ﾎﾞｰﾙ 兵庫県 丹波市 
2022.5.22（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.23開催予定の大会を延期

丹波市立柏原住民センター体育館 

ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ 兵庫県 西宮市 
2022.5.27～29（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い

2021.5.28～30開催予定の大会を延期

兵庫県立総合体育館 



ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ 兵庫県 
神戸市 

明石市 

2022.5（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い 

2021.5.17～23開催予定の大会を延期 

神戸市しあわせの村ローンボウルズ場 

県立明石公園ローンボウルスコート 

ﾊﾟﾄﾞﾙﾃﾆｽ 滋賀県 守山市 
2022.5 月頃（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い 

2021.5.15～16開催予定の大会を延期 
守山市民体育館 

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ 滋賀県 高島市 
2022.6（予定） 
※本大会の公式競技延期に伴い 

2021.6.13開催予定の大会を延期 
グリーンパーク想い出の森 

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 京都府 亀岡市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
サンガスタジアム by KYOCERA 

ﾎﾞｰﾄ 兵庫県 加古川市 調整中 加古川市立漕艇センター 

還暦野球 奈良県 宇陀市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
宇陀市総合運動場 他６球場 

ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ 奈良県 天理市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
天理大学第一体育館 

ﾏﾗｿﾝ 鳥取県 鳥取市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 

鳥取砂丘山陰海岸・因幡万葉の里 

マラソンコース 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ 鳥取県 湯梨浜町 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 

グラウンド・ゴルフのふる里公園 

「潮風の丘とまり」 

ﾏﾗｿﾝ 徳島県 徳島市 他 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
とくしまマラソンコース 

ﾀｯﾁﾗｸﾞﾋﾞｰ 徳島県 美馬市、三好市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
西部健康防災公園 

ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ 徳島県 三好市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
吉野川中流域及び池田湖 

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ 徳島県 徳島市 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
ビリヤードキッド 他 

ｻｰﾌｨﾝ 徳島県 海陽町 他 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
宍喰海岸 他 

ﾍﾟﾀﾝｸ 京都市 - 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
京都御苑富小路広場 

ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞｯﾁ 京都市 - 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
調整中 

ｳｵｰｷﾝｸﾞ 神戸市 - 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 

【ｽﾀｰﾄ地点】六甲風の郷公園 

【ｺﾞｰﾙ地点】有馬温泉 炭酸泉源広場 

ﾌﾗｯｸﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 神戸市 - 
※本大会の公式競技延期に 

伴い日程調整中 
王子スタジアム 

 


