2021 年度大阪マスターズの競技会要項と申込みについて
１．大会要項について
（1）大阪マスターズ主催の競技会等の要項は 7 ページ以降に掲載しています。
（2）今後の新型コロナウイルス感染状況や社会状況により要項の変更や競技会の中止や延期等もあります。
最新情報を大阪マスターズのホームページに掲載しますのでホームページを参照願います。
（3）日本マスターズおよび各都道府県関係の競技日程等については、日本マスターズまたは各都道府県マス
ターズのホームページを参照するか各マスタ－ズ事務局に直接お問い合わせください。

２．新型コロナウイルス感染対策について
競技会等は、日本陸連のガイダンス、日本マスターズ競技会ガイダンスおよび大阪陸協の競技会運
営要領に従って、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施して開催します。
これまでの競技会とは規制が異なりますので、各競技会の要項、参加留意事項等をご確認、認識の
うえご参加ください。主な感染防止対策は以下のとおりです。
（1）無観客試合
当面、新型コロナウイルスの感染予防の考えから大会関係者、選手・付添者を除く「無観客」の大
会として実施します。
（2）参加種目は一人二種目
当面、新型コロナウイルスの感染予防の考えから、密を防ぎ、競技時間を短縮するため、選手一人
二種目の参加制限を設けます。
（3）参加資格は近畿 2 府 4 県の近畿マスターズ会員に限定
参加資格は近畿 2 府 4 県（大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山）のマスタ－ズ会員に限定しま
す。ただし、新型コロナウイルスの感染状況により、大阪マスターズ会員に限定することもあります。
（4）付添者
参加選手一人につき一人の付添者を認めます。参加申し込み時に「付添者」の登録が必要です。
（5）体調管理チェックシートの提出
当日は関係者全員（選手・付添者含む）
、
「健康状態・体調管理をチェックする用紙(一週間分)」
（以
下「チェックシート」という。
）を提出していただきます。
（注）チェックシートはホームページに掲載し
ますのでダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、事務局に請求してください。

３．申込みについて
（1）大会要項の参加資格・参加制限、競技種目等に注意してください。
① 2020 年度からマスターズのすべての公認競技会の参加資格が日本マスターズ登録者に加えて日本陸連
登録者であることが必須条件となりましたのでご留意ください。
（注1） 日本マスターズ登録申請の時点で日本陸連登録ができていないと日本マスターズへの登録ができま
せん。この場合、競技会へ参加申し込みをされても、受付ができなくなりますのでご留意ください。
（注2） 日本陸連登録は、大阪陸協へ大阪マスターズや勤務先等の所属クラブから団体登録または個人登録す
ることにより登録することができます。詳しくは大阪マスターズ事務局へお問い合わせください。

② 競技種目、参加制限等は、競技会ごとに異なりますので、各要項を熟読ください。
0

（2）競技クラスに注意してください。
男子、女子とも、大会初日の満年齢のクラスを基準とした満年齢により 18 歳～24 歳のクラスおよび 25
歳以上で 5 歳刻みのクラスで競技します。
男子

女子

満年齢

男子

女子

満年齢

M－24
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60

W－24
W25
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60

18~24 歳
25～29 歳
30～34 歳
35～49 歳
40～44 歳
45～49 歳
50～54 歳
55～59 歳
60～64 歳

M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105+

W65
W70
W75
W80
W85
W90
W95
W100+

65～69 歳
70～74 歳
75～79 歳
80～84 歳
85～89 歳
90～94 歳
95～99 歳
100～104 歳
105 歳以上

（3）申込受付期間は、各要項に記載してあります。申込受付締切日を厳守願います。
（4）参加申込書は、郵便振替により、参加料を振り込み後、指定の参加申込書に振込日を記入し、大会事務
局へ「郵送」
「FAX」または「PDF 画像を E-mail 」で送付してください。
・大阪マスターズでは「参加受付証」等を発行しませんのでご了承ください。
・申込受付終了後、大会開催日の 7 日前を目途にエントリー一覧をホームページに掲載します。
（5）参加料が申込受付締切日までに納付されないときは、申込みを取り消します。
（6）アスリートビブス（ナンバーカード）は所属連盟の発行のアスリートビブスを使用します。各自、忘れ
ずに持参してください。
（注）所属連盟発行のアスリートビブスがない場合、各自で府県番号と会員番号を明記したアスリートビ
ブスを用意してください。

４．参加料について
（1）競技会の参加料
参加者区分
大阪マスターズ主催競技会（注）
近畿マスターズ選手権

1 種目
3,000 円
4,000 円

2 種目
5,000 円
5,000 円

（注）大阪マスターズの競技会の参加料と近畿マスターズ選手権の参加料は異なりますのでご注意ください。

（2）研修会の参加料
研修会区分
近畿マスターズ研修会

参加料
1,000 円

大阪マスターズ研修会

1,500 円

５．参加料の支払い方法について
（1）参加料の払込
「郵便振替」で下記口座に振り込み願います。現金書留は受け付けていません。
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郵便振替口座
他の金融機関か
らの振込用店名

00950－0－123307
（店番）〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９）
当座

口座番号 ０１２３３０７

口座名義人

特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟

(カ ナ 氏 名 )

トクヒ）オオサカマスターズリクジョウキョウギレンメイ

通

通信欄には下記事項を必ず記入してください。
大会名称、出場種目名、出場種目数、
氏名、性別、生年月日、
府県名、府県番号（2 桁）
、登録（マスターズ会員）番号（4 桁）

信

欄

（注）登録（マスターズ会員）番号は 4 桁で永久番号です。大阪陸協の登録番号と間違えないよう気を付けてください。

払込取扱票記入例

（注 1）継続会員の方は、本要項に同封の「払込取扱票」を使用してください。郵便局備え付けの「払込
取扱票」もご利用いただけます。
（注 2）振替払込請求書兼受領書（お控え）は、競技会終了まで必ず保管しておいてください。

（2）参加料の返金は原則しません
エントリー後の取り消しや不参加および地震・風水害等の自然災害や公共交通機関の運行停止ならびに
事件・事故や感染症の拡大など主催者の責めによらない事由で中止になった場合、ならびに本人の感染
症等への罹患や、チェックシートの不提出、体調不良等により参加できない場合についても参加料は返
金しませんのでご留意ください。

６．参加申込書の送付について
参加申込書は、
「郵便振替用紙（払込取扱票）
」への記載にかかわらず、全員提出が必要です。
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参加申込書は、巻末にありますのでコピーまたはホームページからダウンロードして使用してください。
ただし、研修会の申込書はホームページからダウンローロードまたは事務局に請求してください。
（1）参加申込書の送付方法 、
参加を希望する競技会等の参加料を振り込み後、所定の参加申込書に必要事項を記入し、申込受付期間
内に大会事務局へ「郵送」
「FAX」または「PDF 画像を E-mail」で送付してください。
＜特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟事務局＞
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 4 丁目 3－22－107
TEL 06－6711－0456
FAX 06－6711－0633
E-mail omaa@kind.ocn.ne.jp
URL https://omaa.jp/
（2）申込受付締切日（当日消印有効）までに事務局に参加申込書が必着するよう期限を厳守してください。
① 申込受付締切日を過ぎての申込み、種目の追加・変更等の受付、および一度納入された参加料の返金
は、理由の如何を問わず一切いたしません。
② 事務処理の都合上、申込書が所定の締切日までに事務局に到着しない場合は、出場できませんのでご
注意ください。
（3）申込書記載上の注意
① 「氏名」
「性別」
「生年月日・年齢」
「府県番号」
「登録番号」
「出場種目」
「参加料」等を記入するとと
もに「誓約・同意書」に参加者本人が自筆で署名または記名・押印してください。
② 参加料の払込日（郵便振替日）を必ず記入してください。
（注）巻末の汎用申込書をコピーして使用する場合は、必ず大会名を記入してください。

７．参加申込みに際しての注意事項
以下の項目を了承のうえ申し込みをしてください。
（1）新型コロナウイルス感染防止対策についての留意事項について
① 事前に健康診断を受ける等、自己の健康管理に十分留意して参加してください。また、当日、気分が
すぐれない場合などは、医師・看護師等に相談してください
② 競技中のケガなどの事故、感染症などへの罹患、その他不慮の事故、携行品などの紛失や損傷等につ
いては、主催者側は応急の処置を除き、一切の責任を負いません。
③ 競技会は日本陸連のガイダンスに従って開催しますので、体調管理チェックシートの不提出、体調不
良、競技会当日に会場での検温などで異常がある場合は参加を許可しません。また、上記の理由で不参
加となる場合でも返金はいたしません。
④ 以下に該当する方は参加を控えてください。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるとき
・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航、ま
たは当該在住者との濃厚接触がある場合
・過去 2 週間以内に、発熱（37.5℃以上）がある、咳・のどの痛みなど風邪の症状がある、息苦しい、
臭い・味覚がない、体重が重く感じる・疲れやすいなど身体の具合の悪い方
・過去 2 週間以内に発熱や感冒症状で受診した方
・基礎疾患のある方……若年者であっても、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい基礎疾患（糖
尿病、心不全、呼吸器疾患、高血圧、透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方等）
がある人は、重症化リスクが高いことを了解した上でご参加ください。
・65 歳以上の高齢者は、基礎疾患がなくとも新型コロナウイルスに感染した場合に重症化しやすく、
死亡 につながる可能性があります。65 歳以上の参加者はリスクが高いことを了解した上でご参加く
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ださい。
・当日は「健康状態・体調管理をチェックする用紙（一週間分）
」を提出していただきます。
（注）チェックシートの提出がない場合、競技会へ参加いただくことができません。

⑤「大阪コロナ追跡システム」に登録していただきます。
⑥ 大阪マスターズとして新型コロナウイルスの感染防止対策を実施し、感染が起こらないように努力し
ますが、参加される競技者におかれましても、各自感染防止対策を自ら行っていただくとともに、ホー
ムページに発表する大阪マスターズからの感染防止対策による指示等については、ご理解のうえ守って
いただきますようご協力をお願いします。
⑦ 参加者（選手、競技役員、主催者側スタッフおよび指定業者）の皆さんには、競技場に入る際には、
受付で検温および手指の消毒をしていただきます。
⑧ 無観客試合としますが、参加選手一人につき一人の付添者を認めます。参加申し込み時に「付添者」
の登録が必要です。
・選手および登録付添者以外の観戦者（家族・同伴者）等の方はご入場できません。
・選手の皆さんの待機場所は、当日、指定しますので、役員の指示に従ってください。
・競技者の待機（競技場内外）
：密集せず、分散とし、同時に滞在時間が短くなるようにしてください。
⑨ 競技会終了後 2 週間以内に新形コロナウイルスによる感染症を発症した場合には、必ず大阪マスター
ズ事務局にご連絡ください。
（2）競技場内で生じた事故等についての留意事項について
①競技中に生じた傷害・疾病・不慮の事故について、応急の処置を除き、一切の責任を負いません。
②携行品などの紛失や損傷等について、一切の責任を負いません。
③大会当日、主催者側は 1 日傷害保険に加入しますが、万一に備えてご自身で保険に加入されるとともに
健康保険証をご持参いただくことをおすすめします。
・傷害保険は競技場内でのケガが補償の対象で、疾病や感染症等は対象外です。
・補償内容は 1 人…死亡・後遺障害；100 万円、入院日額；1,500 円、通院日額；1,000 円
（3）タイムテーブルおよびスタートリスト
タイムテーブルおよびスタートリストは、大会開催日の 1 週間前ごろを目途に大阪マスターズのホーム
ページに掲載予定です。
（注）タイムテーブル（時刻表）の送付を希望される方は、参加申込書を送付する際に、その旨を記載のうえ、
84 円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

待機（競技場内外）を密集せず、分散とし、同時に滞在時間が短くなるようにしてください。

８．個人情報の取り扱いについて
大会申込書等を通じて取得される個人情報および肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。
（1）主催者は、個人情報の保護に関する法律および関係法令等を遵守し個人情報を取り扱います。なお、
取得した情報は、大会の資格審査、大会プログラム編成および作成、記録発表、本連盟ホームページ
への公開その他競技運営必要な連絡等に利用します。
（2）大会の映像や写真・記事・個人記録等は、主催者および主催が承認した第三者が大会運営および宣伝
等の目的で大会プログラム・インターネット、新聞等の報道メディアに掲載・転載により公開される
ことがあります。
（3）大阪マスターズとしての対応
①取得した個人情報を上記利用目的外に使用することはありません。ただし、法令に基づき開示・提供
を求められた場合を除きます。
②参加申込書の提出により、上記取扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応いたします。
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