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第23回世界マスターズ
マラガ大会

　主要大会のトップを切って行わ 
れ る の は、ス ペ イ ン で の マ ラ ガ

（MALAGA）大会だ。国際的なリゾ
ート地のマラガはピカソの生誕地とし
ても知られている。大会は９月４日の
開会式を皮切りに、９月 16 日の閉会
式まで、世界の友が集い、マスターズ
の祭典を繰り広げる。
　参加資格は 1983 年９月４日以前 
に生まれた者（男女とも 35 歳以上）。
2018 年度日本マスターズ陸上競技連
合、日本陸上競技連盟への登録者に限
る（登録は各都道府県マスターズ連盟
事務局へ）。
　エントリーの締め切りである７月 
５日（木）までに別紙「大会参加申 
込用紙・誓約書」に必要事項を記入 
し、（公社）日本マスターズ陸上競技
連合へ。同連合の連絡先は、〒 136-
0071 東京都江東区亀戸６丁目 58 番
15 号（ダンディリオン亀戸駅前ビル
７階）TEL03-5858-1126、FAX03-58 
58-1127。
　代行エントリー希望者は別途 6,000
円の手数料が必要。
　期日までに大会参加費用を支払うこ
と。エントリー料は▽大会エントリー
費　8,600 円▽参加費用（１種目ごと
に）4,000 円▽混成競技（七種・十種・

投てき五種）7,000 円▽ハーフマラソ
ン 5,500 円▽同伴参加者（ID カード、
交通券が含まれる）5,400 円▽同（14
歳以下）2,700 円▽記録公認料（大会
参加者全員に必要）3,000 円▽チーム
経費　後日、確定後に別途請求。
　成田空港発着は９月２～18 日まで
の 17 日間で 53 万 8,000 円。関西空港
発着の場合は 52 万 8,000 円。
　申し込みは JTB 大阪第二事業部『世
界マスターズ陸上競技選手権大会』デ
スク（〒 541-0058 大阪市中央区南久
宝寺町３丁目１番８号　TEL06-6252-
2711、FAX06-6252-2792）へ。
　大会に関する問い合わせなどは日本
マスターズ陸上競技連合まで。

第39回全日本マスターズ
鳥取大会

　『爽やかな砂丘の風にマスターズ』
の大会スローガンを掲げ、９月 22 日
から 24 日までの３日間、鳥取市のコ
カ・コーラボトラーズジャパンスポー
ツパークで開かれる。大会前日の９月
21 日に開会式と交流会がある。
　申し込みは基本 WEB エントリーと
する。日本マスターズ陸上競技連合ホ
ームページからエントリー可。
http://japan-masters.or.jp/
　WEB エントリーできない場合、所
定の「郵便振替払込取扱票」を参加申
込書とする。必要事項を記入し、参加

料を払い込む。払込受領書は大会終了
まで各自保管のこと。
　申し込み締め切り日は６月 20 日

（水）。同日、必着で。WEB エントリ
ーは同日以降は受け付けない。
　申し込み後の変更、追加は締め切り
以前においても受け付けない。
　重複するが期日は９月 22 日から 24
日まで。前日の 21 日 17 時からホテ
ルモナーク鳥取で開会式があり、18
時から交流会がある。22 日は午前８
時に開始式、同８時 30 分から競技を
開始。23、24 日は午前８時 30 分から
競技開始し、午後６時（予定）に閉会式。
　参加資格は 2018 年度日本マスター
ズ連合、および日本陸連への登録者に
限る。
　参加制限はリレーを除き１人３種目
以内。リレーのメンバー編成は都道府
県単位とし、種目・クラスごとに各都
道府県１チームとする。リレーのクラ
スは編成されたメンバーの一番若い年
齢のクラスとする。リレーの申し込み
は所定の様式に各都道府県事務局で取
りまとめて申し込む。
　参加料は１種目 6,500 円、２種目
7,500 円、３種目 8,500 円。リレーは
１種目 10,000 円。納入された参加料
は一切返却しない。
　申し込み方法は原則として日本マス
ターズ連合ホームページから、個人が
WEB エントリーとする。参加料支払

　６月11日は入梅だった。うっとうしい梅雨期の水無月である。陸上シーズンもいよいよたけなわ。各地で大会
が開催されているが、皆さんは最寄りのイベントだけでなく、遠方へ足を延ばされる人もいるはず。５月発売の
６月号で主要競技日程を紹介したが、その中から「世界マスターズ」、「全日本マスターズ」、「国際ゴールドマ
スターズ」各競技大会のエントリー要項をお知らせしたい。３大イベントの特集として。

一挙掲載、
３大イベント要項！
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いも WEB 決済とする。
　WEB エントリーができない人の場
合は前述のとおり、所定の「郵便振替
払込取扱票」の方法による。
　競技申し込みのほか▽選手交流会

（９月１日）１人 4,000 円▽記録証交
付＝１種目 500 円×種目数▽記録写
真集＝１冊 3,000 円の各項目を希望す
る場合は、WEB 申し込み、また「郵
便振替払込取扱票」に記入のうえ、同
時に申し込むこと。
　締め切りは上記のとおり、６月 20
日（水）必着。
　競技は 2018 年度 IAAF、日本陸連、
WMA、日本マスターズ連合の各競技
規則、および競技細則と第 39 回大会
競技注意事項により実施する。
　表彰は各種目、各クラスの１～３位
までに賞状・メダル、４～６位までに
賞状を授与。なお、大会期間中に受け
取りがない場合は、終了後は授与しな
い。
　▽最優秀選手には織田幹雄賞を授与
▽男子優秀選手に西田修平賞、女子優
秀選手には青木半治賞を授与▽世界記
録達成者に世界記録賞、日本記録達成
者には日本記録賞を与える▽同一クラ
ス５年連続出場者には、AIG 損害保
険から盾を贈呈▽最も高いエイジグレ
ードを出した選手１人にエイジグレー
ド賞、49 歳以下で最も高いエイジグ
レードを出した選手１人にヤングエイ
ジグレード賞、100 歳以上の参加者に
ダイヤモンド賞が贈られる。
　大会に関する問い合わせは▽（公 
社）日本マスターズ陸上競技連合（世
界マスターズの項参照）▽第 39 回全
日本マスターズ陸上競技選手権大会 
実 行 委 事 務 局（TEL0857-30-5367、
FAX0857-30-5368）▽鳥取マスター
ズ陸上競技連盟（TEL ＆ FAX0857-
27-0051）まで。

2018国際ゴールドマスターズ
奈良大会

　陸上・水泳合同の国際競技大会の開
催は、2020 年東京五輪・パラリンピ
ック、およびワールドマスターズゲー

ムズ 2021 関西への参加促進と大会成
功へのアピールに貢献するものであ
る。（一社）国際マスターズ競技連合
が主催し、参加者は日本陸連への登録
は不要。
　陸上競技の実施要項は下記のとおり
だが、幕開けは 10 月 26 日（金）の 12
時 50 分に奈良県文化会館で開会する
大会記念フォーラムだ。タイトルは

『100 歳を目指し、健康で老いるため
に』。
　先着 250 名、入場無料、事前申し
込み必要。問い合わせ・申し込みは〒
530-0044　大阪市北区東天満２-７-12　
2018 国際ゴールドマスターズ奈良大
会事務局「大会記念フォーラム」係

（TEL ＆ FAX06-6353-7788）へ。申
し込み締め切りは 10 月 10 日。FAX
かはがきで。
　記念講演「100 歳人生とスポーツ」
の講師　国松善次氏（元滋賀県知事、
100 歳大学理事長）
　同「分かりやすいラジオ体操」の講
師　青山敏彦氏（日本ラジオ体操連 
盟理事長、NHK ラジオ・テレビ体操
指導者）同「ラジオ体操の達人にな 
ろう！！」の実技講師　岡本美佳氏

（NHK ラジオ・テレビ体操指導者）
　終了・閉会は 15 時 30 分。
　陸上競技の大会は 10 月 27 日と 28
日。
［第１日（10/27）］
午 前 ８ 時 10 分： 開 始 式、８ 時 30 
分：競技開始。午前に 100m、800m、
3000mW、走 高 跳 A、三 段 跳、ハ 
ンマー投。午後は 400m、200mH、
300mH、400mH、１マイル、４×
100mR、5000mW、砲丸投、走高跳 B。
［第２日（10/28）］
午前８時 30 分：競技開始。午後４ 
時 30 分： 閉 会 式。 午 前 に 200m、
1500m、80mH、3000m、走幅跳、円
盤投、立五段跳。午後は 60m、5000 
m、100mH、110mH、2000mSC、
3000mSC、４× 400mR、棒高跳、や
り投。
　会場はならでんフィールド（奈良市
鴻ノ池陸上競技場）

［競技クラス］2018 年 10 月 27 日を基
準とした満年齢による。男子・女子と
も 35 歳以上とし、５歳刻みの年齢区
別とする。
　参加制限はリレーを除き、１人４種
目以内（リレーの詳細は省略）。
　参加申し込み料は▽大会登録費とし
て１人 5,000 円▽競技費は１種目
1,500 円▽リレーは１チーム 10,000 円
▽記録証代として１種目 500 円（参
加料の返却はなし）。
　申し込み方法の詳細は申し込み・問
い合わせ先の 2018 国際ゴールドマス
ターズ奈良大会事務局（上記に住所、
電話＆ FAX を掲載／月～金曜日９：
00 ～ 17：30　土日祝日は休業）へ。
参加希望の申し込み締め切りは８月
20 日（月）。
　表彰▽クラス種目ごとの１～３位入
賞者に賞状とメダル▽世界記録達成者
に世界記録証、日本記録達成者には日
本記録証を▽男女各１名の最優秀者に
ゴールドマスターズカップ賞を贈る

（事前に特別の事情があり、申告をし
た場合を除き、大会期間中に賞状など
を受け取らない場合は、大会終了後は
授与しない）。


