
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 大会ボランティア募集要項

令和元 (2019)年 11 月 19 日制定 
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令和 2(2020)年 2 月 1 日改定 

令和 2(2020)年 5 月 27 日改定 

令和 2(2020)年 7 月 16 日改定 

令和 2(2020)年 9 月 18 日改定 

令和 2(2020)年 10 月 1 日改定 

令和 2(2020)年 10 月 28 日改定 

令和 3(2021)年 1 月 20 日改定 

令和 3(2021)年 3 月 1 日改定 

令和 3(2021)年 4 月 1 日改定 

令和 3(2021)年 5 月 13 日改定 

１ ワールドマスターズゲームズ２０２１関西とは 

国際マスターズゲームズ協会（ＩＭＧＡ）が４年ごとに主宰する、概ね３０歳以上のスポーツ愛好

者であれば誰でも参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会です。東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の翌年に開催され、第１０回となる２０２２年には、関西広域（１３府県政令市）を舞

台に、過去最大規模となる国内外５万人参加を目標に、アジア圏初となる「ワールドマスターズゲー

ムズ２０２１関西」を開催します。

本大会はスポーツ経験や実績、国籍、性別、障がいの有無に関わらず誰でも出場できるインクルー

シブな考え方を取り入れたグローバルイベントであり、関西地域をあげて大会運営に取り組んでいく

必要があるため、この開催にあたり、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（以下、「組織委員会」という。）、各府県政令市実行委員会（※１）及び各開催市町等実行委員会

（※２）（※３）（※４）は、それぞれの委員会において大会運営を担う「大会ボランティア」を配置

し、募集します（※５）。 

関西地域の印象をポジティブにし、大会の一体感や盛り上がりにつながるボランティア活動を展開

することで関西の“おもてなし精神”を世界に発信し、みんなでワールドマスターズゲームズ２０２

１関西を盛り上げましょう。皆様のご応募お待ちしております。 

※１…福井県実行委員会、滋賀実行委員会、京都府実行委員会、大阪府実行委員会、兵庫県実行委

員会、奈良県実行委員会、和歌山県実行委員会、鳥取県実行委員会、徳島県実行委員会、京都

市実行委員会、大阪市実行委員会、堺市実行委員会、神戸市実行委員会 

※２…大津市実行委員会、彦根市実行委員会、草津市実行委員会、守山市実行委員会、東近江市実

行委員会、米原市実行委員会、福知山市実行委員会、宇治市実行委員会、京田辺市実行委員会、

京丹後市実行委員会、南丹市実行委員会、和束町実行委員会、京丹波町実行委員会、岸和田市

実行委員会、東大阪市実行委員会、泉南市実行委員会、姫路市実行委員会、尼崎市実行委員会、

三木市テニス競技実行委員会、加西市実行委員会、養父市実行委員会、南あわじ市大会実行委

員会、宍粟市実行委員会、神河町実行委員会、香美町オリエンテーリング大会運営委員会、綱

引実行委員会、吉野町実行委員会、鳥取市実行委員会、米子市実行委員会、倉吉市・北栄町実



 

 

 

行委員会、湯梨浜町実行委員会、カヌースラローム競技那賀町実行委員会、美波町競技実行委

員会 

※３…以下、本要項において「各委員会」とは「組織委員会、各府県政令市実行委員会又は各開催

市町等実行委員会」をいいます。 

※４…各委員会の正式名称は別表をご確認ください。 

※５…募集を行う開催市町等実行委員会は「２ 募集主体（3）」のみとなります。 

(1) 大会名称 ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 

(2) 開催日程 令和４年（２０２２年）５月１３日（金）～５月２９日（日） 

 

２ 募集主体 

(1) 組織委員会 

(2) 各府県政令市実行委員会（上記１ ※１のとおり） 

(3) 各開催市町等実行委員会（大津市実行委員会、彦根市実行委員会、草津市実行委員会、守山

市実行委員会、東近江市実行委員会、米原市実行委員会のみが開催市町として募集を行います） 

 

３ 募集人数（予定） 

延べ約６０，０００人（内訳は別紙の１のとおり） 

 

４ 募集期間 

(1) 団体、グループボランティア（団体は６名以上、グループは２～５名）、各委員会が直接募集

する個人ボランティア 

令和元年（２０１９年）１１月２０日〜令和３年（２０２１年）１０月３１日（注） 

（注）各委員会により、募集終了期間が異なる場合があります。 

(2) エントリーシステムによる個人ボランティア（第１次の募集は終了しました） 

第１次募集：令和２年（２０２０年）２月 １日～令和２年（２０２０年）９月３０日 

第２次募集：令和３年（２０２１年）５月１３日～令和３年（２０２１年）９月３０日 

※ 原則先着順とし、募集人数に達した時点で締め切ります。 

５ 応募方法 

(1) 団体、グループボランティア（団体は６名以上、グループは２～５名） 

※ 希望される活動会場の募集主体となる組織委員会、各府県政令市実行委員会又は各開催

市町等実行委員会（別紙の２(注)参照）へ、郵送・WEB等によりお申し込みください。 

(2) 個人ボランティア（１名） 

※ 希望される活動会場の募集主体となる各府県政令市実行委員会（別紙の２(注)参照）へ

郵送・WEB 等によりお申し込みください（各府県政令市実行委員会によっては個人による

申し込みを受け付けていません。申込受付状況は大会ホームページをご確認ください）。 

※ 組織委員会、各府県政令市実行委員会又は各開催市町等実行委員会への応募方法の詳細

は、各委員会が規定する特別条項もあわせてご確認ください。 

(注) 別紙の「２ 開催都市・競技種目・活動期間・活動場所」のうち、一部、「活動期間・

活動場所」の内容が調整中のものがあります。（詳細が決定され次第、改正します。）。 

 



６ 選考方法 

エントリーシステムによらない申込み（団体、グループボランティア及び各委員会が直接募集

する個人ボランティア）は各委員会によりそれぞれの方法で選考を行います。 

エントリーシステムにより申込まれた方については、組織委員会がオンラインによる選考ガイ

ダンスを行うこととし、参加必須とします。 

７ 活動地域・活動会場 

エントリーシステムによらない申込み（団体、グループボランティア及び各委員会が直接募集

する個人ボランティア）は希望の活動地域、活動会場を確認の上、各委員会が指定します。 

※ 開催都市・競技種目の詳細は別紙の２(注)をご覧ください。

※ 活動会場は関西地域の以下の会場となります。詳細は別紙の２をご覧ください。

(1) 開閉会式会場

(2) ゲートウェイ案内所（関西国際空港・伊丹空港・ＪＲ京都駅）

(3) オープニングビレッジ

(4) 各府県マスターズビレッジ

(5) センタービレッジ

(6) 臨時大会受付会場

(7) 競技会場

エントリーシステムにより申込まれた方については、エントリーシステムで希望の活動地域、

活動会場を選んでいただいた内容に基づき、組織委員会及び希望された地域の各委員会が指定し

ます。 

※ 複数の委員会（開催都市）で活動可能な方は、複数選択可能です。

(注) 別紙の「２ 開催都市・競技種目・活動期間・活動場所」のうち、一部の会場について

は現在、調整中です。詳細が決定され次第、改正します。 

８ 活動期間（詳細は別紙の２(注)のとおり） 

令和４年（２０２２年）５月８日（日）～５月２９日（日）のうち、１日から従事が可能です。 

(注) 別紙の「２ 開催都市・競技種目・活動期間・活動場所」のうち、一部、「活動期間・活

動場所」の内容が調整中のものがあります。（詳細が決定され次第、改正します。）。 

９ 活動時間 

１日５時間以上８時間以内 

※ 競技スケジュール、活動場所、活動内容等により異なる場合があります。

10 活動内容 

大会受付・競技受付、会場案内、式典イベント補助、総合案内、競技補助、語学対応など 

※ 組織委員会で募集する語学ボランティアについては、いずれの言語（英語、中国語、

韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語等）が対応可能かを申込時 

に自己申告していただきます。 



 

 

 

11 活動場所・活動日の決定 

エントリーシステムによらない申込み（団体、グループボランティア及び各委員会が直接募集

する個人ボランティア）は希望の活動場所・活動日を確認の上、各委員会が指定します。 

エントリーシステムにより申込まれた方については、希望の活動場所、活動日を確認の上、組

織委員会が指定します。ただし、組織委員会が所管する会場以外の会場については、各委員会が

指定します。 

 

12 参加資格 

(1) 本募集要項を理解し、遵守いただける方 

(2) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の成功に向けて、情熱を持って最後まで役割を全う

できる方 

(3) 平成１６年（２００４年）４月 1日以前に生まれた方 

※ なお、各委員会が特に認めた場合は、この限りではありません。 

  ※ 活動日において２０歳未満の方は、本大会へのボランティア参加について事前に保護者

の同意を得てください。 

(4) 日本語でコミュニケーション（日常会話程度の読み書き）が可能な方 

(5) 各委員会が指定した日時に選考ガイダンス及び各研修（共通・業務別）にご参加いただける

方（選考ガイダンスについてはエントリーシステムで申込んだ個人ボランティアの方のみ必須

となります。また、各研修については、個人は全員必須ですが、団体、グループボランティア

は代表者の方のみ参加が必須となります。） 

(6) 各委員会が必要と判断した場合に、本人確認にご協力いただける方 

※ 本人確認書類（顔写真付き）： 免許証、学生証、パスポート、マイナンバーカード等 

 

13 支給物品（予定） 

・ボランティアウェア（ポロシャツ）※サイズは次頁のとおりです。 

・サコッシュ 

・タオル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  【ボランティアウェア（ポロシャツ）サイズ（ユニセックス）】 

サイズ 身長 胸囲 ウエスト

ＸＳ 157～163ｃｍ 81～87ｃｍ 67～73ｃｍ 

Ｓ 162～168ｃｍ 85～91ｃｍ 71～77ｃｍ 

Ｍ 167～173ｃｍ 89～95ｃｍ 75～81ｃｍ 

Ｌ 172～178ｃｍ 93～99ｃｍ 79～85ｃｍ 

ＸＬ 177～183ｃｍ 97～103ｃｍ 83～89ｃｍ 

２ＸＬ 182～188ｃｍ 101～107ｃｍ 87～93ｃｍ 

14 処遇 

(1) 活動における報酬は無償とします。

(2) 交通費は原則、自己負担とします。

※ なお、各委員会が必要と認めた場合は、この限りではありません。

(3) 宿泊費は原則、自己負担とします。

※ なお、各委員会が必要と認めた場合は、この限りではありません。

(4) 活動中の食事については、活動時間が長時間にわたる場合のみ支給もしくはプリベイドカー

ド（１食５００円相当）を提供します。 

(5) 組織委員会において一括してボランティア保険に加入しますので、事故やケガがあった場合

には保険の適用範囲内で対応します。 

15 注意事項 

(1) 活動中は試合を観戦いただくことはできません。

(2) 支給物品のインターネットオークション等での転売は固く禁じます。

(3) 何らかの事情により、ボランティア参加を辞退される場合は、各委員会の窓口へご連絡くだ

さい。また、参加必須の研修等を欠席された場合は、参加辞退されたものとみなします。 

(4) 万が一、活動を辞退される場合は、各委員会からの支給物品及び提供品はすべて返却してい

ただきます（送料自己負担）。 

(5) 活動場所への移動は、公共交通機関をご利用ください（交通費原則自己負担）。自家用車での

ご来場はできません。 

※ 会場によって移動条件が異なる場合がありますので、各委員会で募集するボランティ

アについては、それぞれの窓口にご確認ください。

(6) 大会のイメージを損なう行為、他の人に危害を与える行為、チームの輪を乱す行為、大会関

係者、観客への迷惑行為、申込内容と異なる事実が判明した場合はボランティア参加をお断り



する場合があります。 

(7) 活動上知り得た情報を外部へ発信すること（SNS等への投稿を含む）は、固く禁止させてい

ただきます。また、各委員会が許可した場合を除き、写真や動画の撮影は禁止します。 

(8) 各委員会からのご案内は全て公式ボランティアウェブサイト又はメールにて差し上げます。

メールのドメイン指定受信を設定されている方は、設定を解除されるか、各委員会が指定す

るドメイン（各委員会が規定する「特別条項」をご確認ください）からのメールが受信できる

よう設定していただくよう、お願いいたします。 

16 個人情報の取扱い 

各委員会は個人情報の保護に関する法律および関連法令等並びにＥＵ一般データ保護規則（Ｇ

ＤＰＲ）を遵守し、各委員会の「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西大会における個人情

報の取扱いについて」に基づき、個人情報を取り扱います。 

各委員会は、大会ボランティア参加者への、研修参加案内、関連情報の通知、応急処置や医療

機関との連携、人事管理、ボランティア保険の加入等に利用します。 

また、各委員会等から申込内容に関する確認連絡をすることがあります。 

また、取材に承諾いただいた参加者に限り、各委員会が、共催者及び関係メディア等に個人情

報を提供させていただきます。 

要配慮個人情報の取扱いについては、「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西大会におけ

る個人情報の取扱いについて」によります。 

17 今後のスケジュール（予定） 

・ ２０１９年１１月 募集要項発表、団体・グループボランティア、各委員会が

直接募集する個人ボランティア募集開始 

・ ２０２０年２月 エントリーシステムによる個人ボランティア第１次募集開

始・応募登録 

・ ２０２０年８月～ エントリーシステムによる個人ボランティア第１次募集に

応募された方は、期間中順次、選考ガイダンスのお知らせ・

実施 

・ ２０２１年５月１３日 エントリーシステムによる個人ボランティア第２次募集開始

・ ２０２１年募集開始以降随時  エントリーシステムによる個人ボランティア第２次募集に

応募された方は、期間中順次、選考ガイダンスのお知らせ・

実施 

・ ２０２２年１、２月頃（予定） 期間中順次、各研修（共通・業務別）のお知らせ

・ ２０２２年３、４月頃（予定） 期間中順次、各研修（共通・業務別）の実施（個人は全員

参加必須、団体、グループボランティアは代表者のみ参加

必須） 

・ ２０２２年５月 活動従事 



 

 

 

 別表 府県政令市実行委員会及び開催市町実行委員会一覧 

  

 

福井県 福井県 ワールドマスターズゲームズ2021関西 福井県実行委員会

滋賀県 ワールドマスターズゲームズ2021関西・滋賀実行委員会

大津市 ワールドマスターズゲームズ2021関西・大津市実行委員会

彦根市 ワールドマスターズゲームズ2021関西・彦根市実行委員会

草津市 ワールドマスターズゲームズ2021関西・草津市実行委員会

守山市 ワールドマスターズゲームズ2021関西・守山市実行委員会

東近江市 ワールドマスターズゲームズ2021関西・東近江市実行委員会

米原市 ワールドマスターズゲームズ2021関西米原市実行委員会

京都府 ワールドマスターズゲームズ2021関西京都府実行委員会

福知山市 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

宇治市 ワールドマスターズゲームズ2021関西宇治市実行委員会

京田辺市 ワールドマスターズゲームズ2021関西京田辺市実行委員会

京丹後市 ワールドマスターズゲームズ2021関西京丹後市実行委員会

南丹市 ワールドマスターズゲームズ2021関西南丹市実行委員会

和束町 ワールドマスターズゲームズ2021関西和束町実行委員会

京丹波町 ワールドマスターズゲームズ2021関西京丹波町実行委員会

大阪府 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大阪府実行委員会

岸和田市 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」岸和田市実行委員会

東大阪市 ワールドマスターズゲームズ2021関西東大阪市実行委員会

泉南市 ワールドマスターズゲームズ2021関西泉南市実行委員会

兵庫県 ワールドマスターズゲームズ2021関西 兵庫県実行委員会

姫路市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 姫路市実行委員会

尼崎市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 尼崎市実行委員会

三木市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 三木市テニス競技実行委員会

加西市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 加西市実行委員会

養父市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 養父市実行委員会

南あわじ市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 南あわじ市大会実行委員会

宍粟市 ワールドマスターズゲームズ2021関西 宍粟市実行委員会

神河町 ワールドマスターズゲームズ2021関西 神河町実行委員会

香美町 ワールドマスターズゲームズ2021関西 香美町オリエンテーリング大会運営委員会

奈良県 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」奈良県実行委員会

葛城市 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」綱引実行委員会

吉野町 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」吉野町実行委員会

和歌山県 和歌山県 ワールドマスターズゲームズ2021関西 和歌山県実行委員会

鳥取県 ワールドマスターズゲームズ2021関西鳥取県実行委員会

鳥取市 ワールドマスターズゲームズ2021関西鳥取市実行委員会

米子市 ワールドマスターズゲームズ2021関西米子市実行委員会

倉吉市 ＷＭＧ2021関西自転車競技倉吉市・北栄町実行委員会

湯梨浜町 ワールドマスターズゲームズ2021関西湯梨浜町実行委員会

徳島県 ワールドマスターズゲームズ2021関西徳島県実行委員会

那賀町 ワールドマスターズゲームズ2021関西カヌースラローム競技那賀町実行委員会

美波町 ワールドマスターズゲームズ2021関西美波町競技実行委員会

京都市 京都市 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」京都市実行委員会

大阪市 大阪市 ワールドマスターズゲームズ2021関西大阪市実行委員会

堺市 堺市 ワールドマスターズゲームズ2021関西堺市実行委員会

神戸市 神戸市 ワールドマスターズゲームズ2021関西神戸市実行委員会

ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会組織委員会

滋賀県

府県 府県市町 各実行委員会の正式名称

奈良県

鳥取県

京都府

大阪府

兵庫県

徳島県



（別紙） 

１ 募集人数（予定） 

募集主体 募集人数 

福井県実行委員会 340人 

滋賀県実行委員会 

（大津市実行委員会、彦根市実行委員会、草津市実行委

員会、守山市実行委員会、東近江市実行委員会、米原市実

行委員会分含む） 

4,740人 

京都府実行委員会 3,000人 

京都市実行委員会 6,600人 

大阪府実行委員会 770人 

大阪市実行委員会 125人 

堺市実行委員会 3,200人 

兵庫県実行委員会 

神戸市実行委員会 

※ 兵庫県実行委員会・神戸市実行委員会は共同募集

20,000人 

奈良県実行委員会 2,100人 

和歌山県実行委員会 4,000人 

鳥取県実行委員会 2,600人 

徳島県実行委員会 11,850人 

組織委員会 700人 

合計 60,025人 



２ 開催都市・競技種目・活動期間・活動場所（一部、「活動期間・活動場所」の内容について調

整中のものがあります（詳細が決定され次第、改正します。）また、３月１日時点で競技別実施要

項が発表されていない競技でも、会場や活動期間が決定しているものは記載しております。） 

【開会式・閉会式】 

実施項目 所在地 
募集主体と

なる委員会 
会場 

活動期間 

（予定） 

開会式 京都市 京都市 京都市西京極総合運動公園 5/13 

閉会式 大阪市 大阪市 丸善インテックアリーナ大阪 5/29 

【ゲートウェイ案内所】 

実施項目 所在地 
募集主体と

なる委員会 
会場 

活動期間 

（予定） 

ゲートウェイ案内所 泉佐野市 組織委員会 関西国際空港 5/8～5/29 

ゲートウェイ案内所 伊丹市 組織委員会 大阪国際空港（伊丹空港） 5/8～5/29 

ゲートウェイ案内所 京都市 組織委員会 ＪＲ京都駅 5/10～5/13 

【各ビレッジ・臨時大会受付会場】 

実施項目 所在地 
募集主体と

なる委員会 
会場 

活動期間 

（予定） 

オープニングビレッジ

（大会受付、大会案

内、交流の場など） 

京都市 

組織委員会

及び 

京都市 

京都市体育館（京都市西京極総合運動公園

内） 
5/10～5/13 

マスターズビレッジ福井 福井県 福井県 高浜町立和田公民館 5/14～5/23 

 

マスターズビレッジ滋賀 滋賀県 滋賀県 浜大津アーカス 5/13～5/29 

マスターズビレッジ京都 京都府 京都市 京都駅前地下街ポルタ 5/14～5/29 

マスターズビレッジ大阪 大阪府 堺市 ポルタス広場 5/14～5/28 

マスターズビレッジ兵庫 兵庫県 兵庫県 デュオこうべ「デュオドーム」 5/13～5/29 

マスターズビレッジ奈良 奈良県 奈良県 
奈良県外国人観光客交流館「猿沢イン」前ウ

ッドデッキ 
5/14～5/28 

マスターズビレッジ和歌山 和歌山県 和歌山県 わかちか広場 5/13～5/29 

マスターズビレッジ鳥取 鳥取県 鳥取県 ＪＲ鳥取駅前 風紋広場 5/13～5/28 

マスターズビレッジ徳島 徳島県 徳島県 徳島駅クレメントプラザ 5/14～5/29 

センタービレッジ

（大会受付、大会案

内、交流の場など） 

大阪市 組織委員会 
グランフロント大阪 

うめきたＳＨＩＰホール 
5/13～5/29 

マ
ス
タ
ー
ズ
ビ
レ
ッ
ジ



実施項目 所在地 
募集主体と

なる委員会 
会場 

活動期間 

（予定） 

臨時大会受付会場 

滋賀県 滋賀県 ＪＲ米原駅東西自由通路 5/13～5/21 

京都府 京都府 久美浜湾カヌー競技場（競技会場） 5/13～5/18 

京都府 京都府 湯船ＭＴＢ ＬＡＮＤ（競技会場） 5/13～5/16 

京都府 京都府 ＪＲ福知山駅 観光案内所 5/19～5/28 

兵庫県 兵庫県 音水湖カヌークラブハウス 5/18～5/20 

兵庫県 兵庫県 道の駅「ようか但馬藏」 5/23～5/26 

兵庫県 兵庫県 調整中（岡山市内） 5/15～5/20 

兵庫県 兵庫県 西淡社会教育センター 5/14～5/20 

奈良県 奈良県 吉野運動公園 5/19～5/23 

和歌山県 和歌山県 ＪＲ紀伊田辺駅 弁慶広場 

5/21～5/22 

5/27～5/29 

(5/29は予備日) 

鳥取県 鳥取県 鳥取県立倉吉体育文化会館 
5/17～5/21 

5/26～5/28 

鳥取県 鳥取県 鳥取県立武道館（競技会場） 5/19～5/21 

徳島県 徳島県 那賀町鷲敷Ｂ＆Ｇ海洋センター 5/26～5/29 

【各競技会場】 

所在地 

（●募集主体となる委員会）
競技名 種目名 競技会場 

競技日程 

(活動期間・予定) 

福井県 ● 高浜町 ライフセービング ライフセービング 若狭和田ビーチ 5/21 ～ 5/22 

滋賀県 ● 

彦根市 ● 陸上競技
10㎞ロード

レース
彦根 10㎞ロードコース 5/22 

守山市 ● 

東近江市 ● 
野球 軟式野球 

守山市民球場 5/14 ～ 5/19 

湖東スタジアム 5/14 ～ 5/20 

おくのの運動公園野球場 5/14 ～ 5/17 

長山公園グラウンド 5/14 ～ 5/16 

大津市 ● カヌー ドラゴンボート 琵琶湖モーターボート競走場 
5/27 ～ 5/29 

(5/27は練習日) 

米原市 ● ホッケー ホッケー
OSPホッケースタジアム 

米原市伊吹第１グラウンド 
5/14 ～ 5/22 

大津市 ● ボート ボート 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

5/20 ～ 5/26 

(5/20,5/21は 

練習日) 

草津市 ● 

守山市 ● 

東近江市 ● 

ソフトボール ソフトボール

草津グリーンスタジアム 

5/22 ～ 5/24 

5/26 ～ 5/28 

矢橋帰帆島公園 

守山市民運動公園 

総合運動公園布引多目的グラウン

ド 

長山公園 



所在地 

（●募集主体となる委員会）
競技名 種目名 競技会場 

競技日程 

(活動期間・予定) 

京都府 ● 

京丹後市 カヌー マラソン 京丹後市久美浜湾カヌー競技場 5/15 ～ 5/18 

和束町 自転車 
マウンテン

バイク

和束町湯船森林公園内 

湯船ＭＴＢＬＡＮＤ 
5/14 ～ 5/16 

宇治市 フライングディスク アルティメット 京都府立山城総合運動公園  
5/14 ～ 5/16 

5/20 ～ 5/22 

京丹波町 ゲートボール ゲートボール 
京都府立丹波自然運動公園 

陸上競技場
5/14 ～ 5/15 

京田辺市 ハンドボール ハンドボール
田辺中央体育館 5/14 ～ 5/22 

京都府立山城総合運動公園体育館 5/14 ～ 5/19 

福知山市 ソフトテニス ソフトテニス 三段池公園テニスコート 5/20 ～ 5/28 

南丹市 トライアスロン デュアスロン 京都府南丹市大堰川緑地公園周辺 5/29 

京都府 京都市 ● 

陸上競技
トラック＆

フィールド

たけびしスタジアム京都・補助競技

場 
5/17 ～ 5/24 

バドミントン バドミントン 

島津アリーナ 5/14 ～ 5/22 

京都市体育館 
5/15 ～ 5/22 

京都市市民スポーツ会館 

空手道 空手道 京都市武道センター 5/19 ～ 5/22 

スカッシュ スカッシュ 京都テルサ 調整中 

大阪府 ● 

岸和田市 自転車 ＢＭＸ サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 5/20 ～ 5/23 

東大阪市 
ラグビーフット

ボール

ラグビーフット

ボール
東大阪市花園ラグビー場 

5/13 ～ 5/17 

5/20 ～ 5/24 

泉南市 水泳 
オープン

ウォーター
タルイサザンビーチ 5/21 ～ 5/22 

大阪府 堺市 ● 
サッカー サッカー Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 

5/16 ～ 5/20 

5/23 ～ 5/27 

サッカー フットサル Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 5/18 ～ 5/25 

兵庫県 ● 

宍粟市 カヌー ポロ 音水湖カヌー競技場 5/20 ～ 5/22 

香美町 

オリエンテーリング フォレスト

ハチ北高原 5/24 

養父市 杉ヶ沢高原 5/25 

香美町 兎和野高原 5/26 

養父市 ハチ高原 5/27 

神河町 峰山高原 5/28 

岡山市 射撃 クレー 岡山県クレー射撃場 5/15 ～ 5/22 

神戸市 

水泳 

飛び込み 
神戸市立ポートアイランド 

スポーツセンター
5/24 ～ 5/29 

尼崎市 

水球 

尼崎スポーツの森 

5/22 ～ 5/26 

アーティスティック

スイミング
5/27 ～ 5/29 

姫路市 テコンドー テコンドー ウインク武道館 5/19 ～ 5/22 

三木市 

加西市 
テニス 硬式テニス 

ブルボンビーンズドーム 

5/14 ～ 5/27 
青野運動公苑アオノテニスクラブ 



所在地 

（●募集主体となる委員会）
競技名 種目名 競技会場 

競技日程 

(活動期間・予定) 

兵庫県 ● 南あわじ市 バレーボール ビーチ 南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート 5/14 ～ 5/20 

兵庫県 

神戸市 ● 陸上競技 競歩 
六甲アイランド甲南大学西側コース 

（日本陸連公認、WA認証コース） 
5/21 ～ 5/22 

神戸市 ● 

三木市 
野球 硬式野球 

ほっともっとフィールド神戸 

5/14 ～ 5/28 
あじさいスタジアム北神戸 

三木総合防災公園野球場 

Ｇ７スタジアム神戸 

神戸市 ● 

バスケットボール 
バスケット

ボール 

グリーンアリーナ神戸 

5/22 ～ 5/28 

神戸市立中央体育館 

神戸市立王子スポーツセンター 

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体

育館） 

オリエンテーリング スプリント

（初日）調整中（神戸市内） 5/20 

ポートアイランド 5/21 

（３日目）調整中（神戸市内） 5/22 

水泳 競泳 
神戸市立ポートアイランド 

スポーツセンター
5/24 ～ 5/29 

卓球 卓球 
グリーンアリーナ神戸 

5/13 ～ 5/20 
神戸市立中央体育館 

奈良県 ● 

吉野町 カヌー スプリント 津風呂湖カヌー競技場 5/19 ～ 5/23 

葛城市 

香芝市 
綱引 綱引 

奈良県新庄第一健民運動場 5/20 ・ 5/22 

香芝市総合体育館 5/21 

和歌山県 ● 

上富田町 陸上競技 ハーフマラソン 紀州口熊野マラソンコース 
5/27 ～ 5/29 

(5/29は予備日) 

田辺市 陸上競技 駅伝 田辺スポーツパーク 5/21 ～ 5/22 

和歌山市 

ダンススポーツ ダンススポーツ 
武道・体育センター 

和歌山ビッグウエーブ 
5/28 ～ 5/29 

セーリング
セーリング

和歌山セーリングセンター 

5/17 ～ 5/22 

5/24 ～ 5/29 

ウインドサーフィン 5/17 ～ 5/22 

海南市 射撃 ライフル 和歌山県ライフル射撃場 5/17 ～ 5/22 

和歌山市 バレーボール インドア

和歌山ビッグホエール 
5/14 ～ 5/17 

5/19 ～ 5/22 武道・体育センター 

和歌山ビッグウエーブ 

県立体育館 5/14 ～ 5/15 

5/19 ～ 5/20 河南総合体育館 

鳥取県 ● 

鳥取市● アーチェリー

アウトドア
ヤマタスポーツパーク（鳥取県立布

勢総合運動公園）陸上競技場
5/14 ～ 5/17 

インドア
ヤマタスポーツパーク（鳥取県立布

勢総合運動公園）鳥取県民体育館
5/14 ～ 5/17 

倉吉市● 自転車 
トラック 倉吉自転車競技場 5/17 ～ 5/21 

ロードレース 倉吉市・北栄町特設ロードコース 5/21 ～ 5/22 

湯梨浜町● グラウンド・ゴルフ グラウンド・ゴルフ 
グラウンドゴルフのふる里公園 

「潮風の丘とまり」 
5/26 ～ 5/28 

米子市● 柔道 柔道 鳥取県立武道館 5/19 ～ 5/22 

徳島県 ● 那賀町 カヌー スラローム 那賀川（鷲敷ライン） 5/26 ～ 5/29 



所在地 

（●募集主体となる委員会）
競技名 種目名 競技会場 

競技日程 

(活動期間・予定) 

徳島県 ● 

徳島市 

鳴門市 

阿波市 

神山町 

ゴルフ ゴルフ 

徳島カントリー倶楽部 
5/23 ～ 5/25 

5/27 

グランディー鳴門ゴルフクラブ 36 

5/23 ～ 5/25 
鳴門カントリークラブ 

Jクラシックゴルフクラブ 

タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部

徳島市 

石井町 
ボウリング ボウリング 

スエヒロボウル
5/20 ～ 5/23 

ぽっぷ・ジョイ石井 

美波町 トライアスロン
トライアスロン ひわさうみがめトライアスロンコース 5/20 ～ 5/22 

アクアスロン ひわさうみがめトライアスロンコース 5/20 ～ 5/21 

鳴門市 
ウエイトリフ

ティング

ウエイトリ

フティング
アミノバリューホール 5/15 ～ 5/24 


