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報道関係各位 

 

 

 
   

令和元年「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」決起大会を開催 

大会エントリー関連情報・競技別実施要項等を発表 
■決起大会に大会応援大使 武井壮さん、朝原宣治さん、今回アンバサダーに就任された小田幸平さん（野球解説

者・評論家）、山村宏樹さん（野球解説者）が出席。 

■大会応援大使 武井壮さん、朝原宣治さんらアンバサダーによる、大会出場宣言を実施しました。 
 

  

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、2019年11月 19 日（火）、ホテルニューオー

タニ大阪「鳳凰の間」（大阪市中央区）にて、令和元年「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」決起大会を開催し

ました。 

当会には、公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会の井戸敏三会長（関西広域連合長

／兵庫県知事）、松本正義会長（関西経済連合会会長）、当大会の応援大使であるタレントの武井壮さん、アン

バサダーの朝原宣治さん（大阪ガス㈱・北京オリンピック銀メダリスト）のほか、この度新しくアンバサダーに就任された小

田幸平さん（野球解説者・評論家）、山村宏樹さん（野球解説者）が出席。2020 年 2 月 1 日から始まる本大会

の大会エントリー関連情報や大会参加料金、競技別実施要項等について発表しました。 

また、武井壮さん、朝原宣治さん、小田幸平さん、山村宏樹さんが大会出場宣言を行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決起大会の様子（左から三浦さん、松本会長、武井さん、小田さん、山村さん、朝原さん、 

井戸会長、柴田さん、大会マスコットスフラ） 

  
 

【 報道関係者からのお問い合わせ先 】 

公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会事務局 担当：田中、中村、後藤  

TEL：06-6446-2021 FAX：06-6445-8541 Mail：kansai-wmg@wmg2021.jp 
  

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 協賛企業（2019 年 11 月現在） 

メジャーパートナー 

   

2019 年 11 月 19 日 

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 

mailto:kansai-wmg@wmg2021.jp
http://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.haseko.co.jp/hc/
https://www.mizuno.jp/
https://optage.co.jp/
http://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.sei.co.jp/
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主な発表事項 

 

■ 大会エントリー関連情報 

本大会へのエントリーは大会エントリーサイトにて 2020 年 2 月 1 日 AM10：00 から受付を開始します。 

   WEB サイト「Team Do Sports Portal」の会員に登録いただいた方は、一般エントリーに先行して、2020 年１月６

日 AM10：00 からアーリーエントリーが可能となります。 

 

■ 大会参加料金 

本大会の参加料金は下表の通りです。５競技種目まで参加が可能で、複数の競技科目に参加することができます。 

大会参加料にはＴシャツやリュックなどの参加者キット、開閉会式への参加権などが付いています。 

また、国外参加者の料金には交通パスを含みます。関西主要交通各社を、切符の買い換え無しで利用可能な「オリジ

ナル KANSAI ONE PASS」と開催エリアの JR 路線を連続した 7 日間乗り放題となる「オリジナル JR 関西 ワイドエ

リアパス」の２種類を用意し、各会場間の移動や、観光周遊にご利用いただくことができます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※日本国外在住・国内在住は、現在の居住地によって区分。ただし、日本国籍を持つ日本国外在住の方 

  は、日本国内在住者の区分でも参加可能。 

 ※５９競技種目のうち、５競技種目まで出場可能。６競技種目以降、1 競技種目につき 2,000 円追加 

  料金が必要。競技数ではなく、競技種目数でカウントするため、注意。 

 ※競技種目により、特別追加料金（エクストラフィー）が必要な場合がある。 

 

■ 競技関連 

開催する 35 競技 59 種目のうち、「障がい者の参加に配慮する競技」を 12 競技 19 種目、障がい者部門を 13 競

技 19 種目を実施します。また、各競技の詳細なルール等を記載した競技別実施要項をホームページに掲載しました。 

（URL：https://www.wmg2021.jp/games/list） 

※一部競技については調整中のため未掲載。 ※英語版の競技別実施要項は年内公開予定。 

 

■ ボランティア募集 

本大会をささえるボランティアを 11 月 20 日から募集開始します。募集人数は延べ 60,000 人で、大会受付・競技受

付、会場案内等にて活動いただきます。 

 （URL：https://www.wmg2021.jp/games/volunteer.html） 
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出演者コメント 

 
武井壮さん：大会応援大使 

参加するとなれば、朝原さんとチームを組んでリレーに出場して世界記録を目指したい。 
毎回、参加する度にアンバサダーが増えて、2021 年のこの大会が凄い大会になるんじゃないかという期待がどんどん膨
らんでいる。ラグビーワールドカップの大成功と同様に、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが過去最高の大会だ
ったと言われるようにこれからも頑張っていきたい。 
そして、日本のスポーツ界の歴史を作ってきたみんなで盛り上げ、この大会に参加するすべての人がスター選手たちと共
にグラウンドやフィールドで輝く姿を関西全体で見ることができれば、最高の大会になると思っているので、今後も全力で
応援したい。 

 

朝原宣治さん／大阪ガス株式会社、北京オリンピックメダリスト 
「100m＋１競技」 
100m と専門ではない 1 競技に挑戦したい。アーティスティックスイミングで奥さん（奥野史子さん）とデュエットで出場
することも視野に入れている 
これから 1 年半あるので、何かしら挑戦できるのではないかと思っている。今から競技を始めて出場するという楽しみも
あるので、何かを始めるきっかけにしたい。 

 

小田幸平さん／野球解説者・評論家 
「硬式野球出場！誰よりも明るく！ナイスリード！」 
硬式野球ともう１競技に出場したい。水泳などボールを使わない競技に参加したい。 

 

山村宏樹さん／野球解説者 
「関西の地で 140km/h」 
硬式野球で出場したい。引退して 7 年になるが、投げられればよいかなと思っている。現役時代最速 149km/h を
神戸で出したので、もしかしたら関西で出るかもしれない。是非、武井さんとスピードで勝負したい。 

 

アンバサダー 
 

新しく就任いただいたアンバサダー（50 音順） 
 

植田 辰哉  元バレーボール日本代表監督  

スポーツ 1000 言 
日本人の持つ団結心と心配りを活かして、チームスポーツの素晴らしさを共に味わいましょう。「つな

ぐ」を合言葉に、子供から大人までがスポーツを通じて感動を味わえるよう全力でサポートします。 

バレーボール日本代表主将としてバルセロナ五輪に出場。 

現役引退後は男子日本代表監督に就任し、2008 年には北京五輪世界最終予選を見事に突破。 

自身が出場したバルセロナ五輪以来、16 年ぶりに日本をオリンピックへと導いた。 

現在は大阪商業大学で特任教授を務めながら、講演活動、テレビ解説などでバレーボール界に貢献している。 

 

岡本 依子  2000 年シドニー五輪テコンドー銅メダリスト  

スポーツ 1000 言 1000 人以上の世界と日本のマスターズアスリートたちに参加を呼びかける。 

2000 年シドニー五輪テコンドー銅メダリスト。シドニー・アテネ・北京三大会連続五輪出場。引退後は、ドリームテコンドー

スクールを経営、キッズや大人のためのテコンドープログラムを監修。また、講演・スポーツ教室、スポーツでの経験を活かした

人材育成、健康な人、社会を作るためのコンサルティング等を行う NPO 法人アスリートヘルスマネージメント理事長。 

 

小田 幸平  野球解説者・評論家  

スポーツ 1000 言 持ち前の明るさで世界中の皆さんと笑顔でスポーツを思いっきり楽しみます！ 

社会人野球、三菱重工神戸でプレー。 1996 年アジア大会で全日本代表入り。 1997 年のドラフトで読売ジャイアン

ツから 4 位指名を受け、プロ入りを果たす。 2005 年オフ、FA 選手の人的補償で中日ドラゴンズに移籍。 山本昌の

専属キャッチャーとして数々の記録と立ち会うなど、首脳陣から守備力と巧み なリードを高く評価された。現役時代は巨

人、中日で 17 年間プレー。 
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佐渡 裕  指揮者 （兵庫県立芸術文化センター芸術監督）  

スポーツ 1000 言 ゴルフ予選通過が私の金メダル！！ 

京都市立芸術大学卒業。故レナード・バーンスタイン、小澤征爾らに師事。1989 年ブザンソン指揮者コンクール優勝。

2015 年よりオーストリアのトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督を務める。パリ管弦楽団、ベルリン・ドイツ交響楽団、ケ

ルン WDR 交響楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団等欧州の一流オーケストラに毎年多数客演。国内では兵庫県

立芸術文化センター芸術監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者。 

 

竹田 謙 バスケットボール選手  

スポーツ 1000 言 スポーツをする楽しさをより多くの人が感じられる大会になるよう応援します！！ 

１９７８年生まれ ４０歳 

国学院久我山高校、青山学院大学を経て損害保険会社に入社。０２年に退社しプロに転向。新潟・福岡・パナソニッ

ク・栃木でプレー。０９年には３０歳で日本代表に初選出。１４年トップリーグ３００試合連続出場を達成。同年現

役を引退。１３年度に発足した一般社団法人日本バスケットボール選手会では副会長を務めた。引退後、リンク栃木ブ

レックス アシスタント GM・アンバサダー、女子トップリーグ WJBL デンソーアイリス・アシスタントコーチを経て３７歳で現役

復帰。 

 

中野 浩一  スポーツコメンテーター  

スポーツ 1000 言 
年齢や性別に関係なく「楽しめる」「参加できる」スポーツって本当に素晴らしい！WMG の開催は本当にワクワ

クします。 

高校卒業後、競輪界入り。1975 年久留米競輪デビュー、いきなり 18 連勝を達成し、1976 年 

第 18 回競輪祭で新人王を獲得。80 年には日本のプロスポーツ選手として初めて年間獲得賞金が 1 億円を突破。王

貞治氏よりも先に年間 1 億円を稼ぐプロ選手となった。 

1977 年サンクリストバル世界選手権プロ・スクラッチ（現在のスプリント）に出場し、日本人選手として 

初めて優勝。その後、前人未踏の 10 連覇の大記録を作り、総理大臣顕彰受賞「世界の中野」「ミスター競輪」 

と呼ばれる。1992 年引退後は、競輪をはじめ自転車競技一般の解説や、スポーツコメンテーターとして活躍。  

自転車競技の発展に尽くす。2006 年 4 月紫綬褒章を受章。現在、公益財団法人ＪＫＡ顧問も務めている。 

 

山村 宏樹  野球解説者  

スポーツ 1000 言 スポーツの力で日本を元気に!! 

1994 年にドラフト 1 位で阪神タイガースへ入団。 2000 年大阪近鉄バファローズへ入団すると、先発ローテーションに定

着し、オールスター初出場を果たす。 2004 年東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍し 50 年ぶりとなる新球団の創設メ

ンバーとして、先発や中継ぎ投手としてフル回転で活躍した。2012 年の現役引退後は、東北楽天ゴールデンイーグルス

初の OB 解説者として、球団の本拠地・仙台を中心にテレビや新聞でコメンテーターとして活動する他、コラムの執筆、書

籍の出版、講演、トークショー、野球教室の開催等、幅広く活躍中。 

 

 

 

■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。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

2021 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。 
 

○開催期間：2021 年５月 14 日（金）～5 月 30 日（日） 17 日間 
○開催競技：公式競技 35 競技 59 種目（ほかオープン競技も実施） 
○主   催：（公財）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会 

○共   催：（公財）日本スポーツ協会、（公財）日本障がい者スポーツ協会 
 


