（2020.2.1 版）
ローンボウルズ実施要項
１ 主催

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西兵庫県実行委員会、明石市、神戸市、
認定 NPO 法人ローンボウルズ日本

２ 共催

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会

３ 期日

2021 年 5 月 17 日（月）から 23 日（日）まで（競技日数 7 日間）

開催日
5 月 17 日（月）

開催時間
9:00～10:00
10:00～17:00

開催内容
開会式 （明石公園、しあわせの村の 2 か所）
公式練習 （ 同上 ）

ｶﾃｺﾞﾘｰ B (障がい者)予選：しあわせの村
ｶﾃｺﾞﾘｰ A1 (30 歳代)予選：明石公園
ｶﾃｺﾞﾘｰ B (障がい者)予選、決勝：しあわせの村
5 月 19 日（水） 9:00～17:00
ｶﾃｺﾞﾘｰ A1 (30 歳代)予選、決勝：明石公園
ｶﾃｺﾞﾘｰ A2 (40 歳代)予選：しあわせの村
5 月 20 日（木） 9:00～17:00
ｶﾃｺﾞﾘｰ A4 (60 歳代)予選：明石公園
ｶﾃｺﾞﾘｰ A2 (40 歳代)予選、決勝：しあわせの村
5 月 21 日（金） 9:00～17:00
ｶﾃｺﾞﾘｰ A4 (60 歳代)予選、決勝：明石公園
ｶﾃｺﾞﾘｰ A3 (50 歳代)予選：しあわせの村
5 月 22 日（土） 9:00～17:00
ｶﾃｺﾞﾘｰ A45(70 歳代以上)予選：明石公園
ｶﾃｺﾞﾘｰ A3 (50 歳代)予選,決勝：しあわせの村
5 月 23 日（日） 9:00～17:00
ｶﾃｺﾞﾘｰ A45(70 歳代以上)予選,決勝：明石公園
※１ 申し込み状況によってはｶﾃｺﾞﾘｰの統合などの変更もありうる。
※２ 荒天時等の予備日：予備日はなし（雨天決行）。
競技続行不能となった場合は中止とし、そこまでの成績結果で順位決定する。
5 月 18 日（火）

9:00～17:00

４ 会場
明石公園ローンボウルスコート：〒673-0847 明石市明石公園 1-27
しあわせの村ローンボウルズ場：〒651-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山
14-1
５ 募集枠
102 チーム 306 人 （最大）
６ 競技上の規定及び試合方法
(1) 競技規則
ローンボウルズ国際規則集
(Laws of the Sport of Bowls , Crystal Mark Third Edition) による。

(2) ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾘｹﾞｰﾄ（競技責任者）
認定 NPO 法人ローンボウルズ日本

技術・競技部長 坂本 紘一

(3) 大会ﾙｰﾙ
①チームあたり 8 試合（予選 6 試合、決勝 2 試合）を実施
②1 試合は 1 人 2 球×10 エンドのトリプル戦（男女は不問）
③予選は、6 試合の合計の勝率、得失点差によりチーム順位を決定する。
④決勝は、予選順位の上位から 4 チームずつにグループ化し、グループ内での
勝ち抜き戦（準決勝、決勝）により最終結果の 1 位から 4 位およびそれ以下
を決定する（最終的に最下位までを決定する）。
７ 実施種別
種別
年齢カテゴリー
健常者
30 代、 40 代、 50 代、 60 代、 70 代以上
障がい者
年齢制限なし。障がい区分は B6-B8 の範囲とし、区分はしない。
※年齢ｶﾃｺﾞﾘｰについては、ﾁｰﾑ最年少年齢を適用
※自分の年齢より若い年齢ｶﾃｺﾞﾘｰでの参加は可
８ 参加資格
競技経験者に限る。
９ 年齢基準
30 歳以上（1991 年 12 月 31 日以前に出生した者）
10 表彰
メダルの対象は、各カテゴリー１～３位にメダル(金・銀・銅)とする。
それ以外に、順位賞を授与する。
表彰式は、各カテゴリーの決勝戦終了後にグリーン上で 16:15 から挙行する。
11 参加料
(1) 大会参加料
1 チーム（3 名）で 90 米ドル（日本円の場合は、1 チームで 9,000 円とする。
）
※各カテゴリーの競技日初日に現地受付で申し受け。ＩＤカードをお渡しする。
(2) オプション購入（希望者のみ）
【購入方法】
https://wmg2021.jp/ より競技関係者、サポーターでエントリーの上、下記オプシ
ョンが選択できます。
①交通パス「オリジナル KANSAI ONE PASS（近郊分）」 3,000 円
②交通パス「オリジナルＪＲ関西ワイドエリアパス（広域周遊分）」 7,000 円
※エントリーの基本料金（5,000 円）には、式典参加権、各種サービス利用権、
大会参加者キット（T シャツ、リュック等）が含まれます。
※競技出場者、競技関係者、サポーターでエントリーの方、または予定の方は、
交通パスのみの購入が可能です。重複エントリーにご注意ください。
(3) 競技用具のレンタルはしない。
※マイボウル持参を原則とする。（ハウスボウルはあるが、サイズや数量に
制約がある。）
12 参加申込方法
e-mail で bowlsjapan-wmg@bowls.sakura.ne.jp に申込む
※チーム全員の氏名、年齢、出場カテゴリーを明記すること。
障がい者の場合は、障がいのクラスや車いす使用の有無を記載すること。

13 参加申込期間
2020 年 2 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで
14 参加上の注意
(1) 服装
ローンボウルズ・シューズを使用する。また雨天時にもプレーできる雨具
（レインコートなど）を持参のこと。
(2) 競技用具等
ローンボウルズ国際規則集に適合したものとする。
(3) 保険
参加者各人で準備すること。
(4) 荒天対応等
前記のとおり。
15 宿泊・交通申込
大会主催者で次の宿泊ホテルを確保してある（ただし大会期間中のみ）ので
希望者は、申し込み時にその旨を記載すること。
選手各自で別のホテルを任意に手配することも可。
※明石公園の場合：グリーンヒルホテル明石
約 10,000 円/人・泊（朝食付き）
明石キャッスルホテル
約 7,000 円/人・泊（朝食付き）
どちらも会場まで徒歩約 20 分
※しあわせの村の場合：
しあわせの村本館など 6,000～8,000 円/人・泊（朝食別）
会場まで徒歩約 10 分
16 その他
問い合わせ事項あれば下記にメール送付のこと。
bowlsjapan-wmg@bowls.sakura.ne.jp
認定ＮＰＯ法人ローンボウルズ日本 事務局長 森 紘一

