
 
「関西マスターズスポーツフェスティバル 2017」の開催について 

 「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」開催に向け、生涯スポーツの機運醸成と
すそ野拡大を図るため、既存の生涯スポーツ大会を一般県民が参加できる「オープン型」
の大会に改編した「関西マスターズスポーツフェスティバル 2017」を開催する。 
 この度、５月 27 日に県立三木総合防災公園ブルボンビーンズドームにおいて総合開
会式を開催する。 
１ 総合開会式 

(1) 時  期 平成 29年５月 27日（土） 
(2) 場  所 県立三木総合防災公園ブルボンビーンズドーム 
(3) 参 加 者 約 500 人 
(4) 主な内容 開会宣言 
       参加者代表メッセージ（調整中） 
       参加競技団体によるデモンストレーション（調整中） 

２ 競技別大会 
(1) 時  期 平成 29年４月～平成 30年３月 
(2) 場   所 県立三木総合防災公園ほか県内各地で開催 
(3) 大 会 数 「ゲートボール大会」など 65 大会を開催予定（裏面参照） 

３ スポーツ推進フォーラム 
(1) 時  期 平成 29年 10 月 22 日（日） 
(2) 場   所 新温泉町 文化体育館「夢ホール」 
(3) 内  容 講演、パネルディスカッション等 

４ 関連行事 兵庫県生涯スポーツ県民ふれあい大会（スポーツ体験コーナー） 
(1) 時   期 平成 29年 11 月 23 日（木･祝） 
(2) 場   所 神戸しあわせの村 
(3) 内  容 「キンボールスポーツ」など 51競技を実施予定 
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～「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の概要～ 
  関西の府県政令市、経済界、スポーツ団体が一体となって開催 

○ 概ね 30 歳以上のスポーツ愛好者を対象とした生涯スポーツの国際競技大会 
○ 参加基準は年齢のみ、予選なし、複数エントリー可、年齢別に実施・表彰 
○ 2021 年大会は第 10 回の記念大会、アジアでは初の開催 
○ 大会期間は平成 33 年(2021 年)５月 15 日(土)～30 日(日)（16 日間） 
○ ５万人超（国内３万人、国外２万人）の参加を目標。過去最大規模の大会 

【兵庫県内開催競技種目・開催地一覧】（９競技 13 種目） 

No 競 技 種 目 市 町 会   場 

１ 陸上競技 競歩 神戸市 六甲アイランド周回コース 

２ バスケットボール 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園）／ 

神戸市立中央体育館／神戸市立王子スポーツセンター 

３ オリエンテーリング ロング 養父市、神河町、香美町 ハチ高原／峰山高原／ハチ北高原／他 

４ スプリント 神戸市 しあわせの村／神戸総合運動公園／他 

５ 卓球 神戸市 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園）／他 

６ 野球 硬式野球 神戸市 ほっともっとフィールド神戸（神戸総合運動

公園）／あじさいスタジアム北神戸／他 

７ 水泳 競泳 神戸市 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター 

８ 飛込 神戸市 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター 

９ 水球 尼崎市 尼崎スポーツの森 

10 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 尼崎市 尼崎スポーツの森 

11 テニス テニス 三木市、加西市 ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場） 

青野運動公苑アオノテニスクラブ 

12 バレーボール ビーチ 南あわじ市 南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート 

13 テコンドー 姫路市 兵庫県立武道館 

 



※平成29年度新規加入
No 競技名 大会名 開催日 開催場所

1 陸上競技 第36回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 9月18日 ユニバー記念競技場

2 バドミントン 第32回兵庫県バドミントンカーニバル 1月21日～2月5日 三菱重工神戸スポーツセンター、三菱電機神戸体育館

3 芦屋カップドラゴンボートレース大会 7/29・30 芦屋キャナルパーク(のじぎく国体会場)

4 ポロ艇での初心者体験会・レース 調整中 兵庫県立海洋体育館前海上

5 自転車競技 第37回周期記録会ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ兵庫県記録会 11月12日 兵庫県立明石公園自転車競技場

6 オリエンテーリング ｱｰﾊﾞﾝDｼﾘｰｽﾞin神戸2017第1回森林植物園ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞの集い 4月2日 神戸市立森林植物園

7 ボート ＨＡＴ神戸レガッタ 10月15日 ＨＡＴ神戸水域(兵庫県立美術館前)

8 ねんりんソフトボール大会 5/20・21 兵庫県立但馬ドーム

9 ハイシニアソフトボール大会 11月4日 加東市

10 ねんりん卓球大会 4月12日 姫路市立中央体育館

11 ふれあい卓球大会 10月15日 伊丹スポーツセンター

12 兵庫県社会人卓球選手権大会 12月24日 県立文化体育館

13 トライアスロン 第8回潮芦屋アクアスロン大会 9月3日 芦屋市総合運動公園・潮芦屋ビーチ特設コース

14 身体障害者交流野球大会 5月28日 兵庫県立三木防災公園野球場

15 ふれあい交流野球大会 10/21・22 兵庫県明石トーカロ球場

16 ゴルフ ねんりんゴルフ大会 5月18日 青野運動公苑アオノゴルフコース

17 ラグビーフットボール ラグビーフットボール大会 4/30～7/2 芦屋市総合公園ほか

18 水泳 第6回兵庫県マスターズ水泳競技大会 7月2日 ポートアイランドスポーツセンター50mプール

19 ねんりんテニス大会 5月14日 明石公園テニスコート

20 ふれあいテニス大会 11月22日 ブルボンビーンズドーム

21 ねんりんソフトテニス大会 5月13日 神戸総合運動公園テニスコート

22 ふれあいソフトテニス大会 11月11日 神戸総合運動公園テニスコート

23 綱引 調整中 調整中 調整中

24 バレーボール 第59回神戸新聞バレーボール大会 10/26～11/3 グリーンアリーナ神戸、神戸市立中央体育館　他

25 グラウンドゴルフ大会 5月27日 兵庫県立三木総合防災公園グラウンド・ゴルフ場

26 ふれあいグラウンド・ゴルフ大会 10月19日 兵庫県立三木総合防災公園グラウンド・ゴルフ場

27 第36回兵庫県民親善ゲートボール大会 4/17～28 県内6会場で開催

28 ゲートボール大会 11/2～28 県内6会場で開催

29 ふれあいゲートボール大会 12/5～15 県内6会場で開催

30 アームレスリング 第17回V腕杯アームレスリング大会 12月3日 兵庫県立大学姫路書写キャンパス

31 囲碁ボール 第12回囲碁ボール兵庫県大会 7月9日 丹波市立柏原住民センター体育館

32 第25回兵庫県インディアカ大会 6月25日 三田市駒ヶ谷体育館

33 第15回兵庫県シニアインディアカ大会 9月3日 川西市総合体育館

34 インディアカ大会 3月25日 宝塚市立スポーツセンター総合体育館

35 弓道 ねんりん弓道大会 4月30日 兵庫県立弓道場

36 キンボール 第18回兵庫オープンキンボールスポーツ交流大会 6月10日 五色台運動公園アスパ五色体育館

37 クロリティー 調整中 調整中 調整中

38 ねんりん剣道大会 5月21日 兵庫県立文化体育館

39 地区別剣道交流大会 7月2日 兵庫県立文化体育館

40 ３Ｂ体操 ３B体操大会inはりま 5月27日 播磨町総合体育館

41 スポーツチャンバラ 第12回兵庫県スポーツチャンバラ大会 10月29日 太子町立町民体育館

42 ターゲット・バードゴルフ ターゲット・バードゴルフ大会 5月20日 三木市歴史の森ターゲット・バードゴルフコース

43 東播磨ダーツ大会 6月24日 播磨町南部コミュニティーセンター

44 養父市ダーツ大会 調整中 調整中

45 ボードダーティング兵庫県選手権 6月11日 西宮市立中央体育館別館

46 タッチラグビー 第16回西日本タッチラグビー大会 3月11日 県立淡路佐野運動公園多目的広場

47 ダブルダッチ ダブルダッチ大会 調整中 調整中

48 ガッツ講習大会 7月22日 調整中

49 ドッヂビー講習大会 11月24日 明石市立二見北小学校

50 2018年新春ディスクゴルフ大会 1月14日 加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコース

※ 51 ディスコン ディスコン体験会 10月15日 神戸市中央区脇浜海岸通１

52 ドッジボール ファイナルドッジボール大会 3月 三田市

53 トランポ・ロビックス トランポ・ロビックス大会 5月5日 調整中

54 投輪 個人選手権投輪大会 9月3日 神戸市立王子スポーツセンター

55 バウンドテニス 第52回兵庫県バウンドテニス交流大会 9月3日 小野市匠台公園体育館おのアクト

56 パラグライダー パラグライダー大会 10月29日 神鍋高原

57 フィールドゴルフ 第９回シルク温泉やまびこ杯フィールドゴルフ大会 10月1日 但東フィールドゴルフ場

58 第45回兵庫県フリーテニス大会 5月21日 兵庫県立総合体育館

59 2017年度（第18回）交流大会 2月18日 兵庫県立総合体育館

60 ねんりんペタンク大会 5月24日 宝塚市立スポーツセンター内多目的グラウンド

61 ふれあいペタンク大会 10月21日 宝塚市立高司グラウンド

62 マウンテンボール マウンテンボール大会 5月27日 兵庫県立三木総合防災公園

63 マレットゴルフ マレットゴルフ大会 10月8日 淡路市塩田新島コース

64 ローリングバレー 全国ローリングバレーボール大会 3/17・18 兵庫県立障害者スポーツ交流館

65 ローンボウルズ 初心者ローンボウルズ大会 9月16日 神戸しあわせの村ローンボウルズ場
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「関西マスターズスポーツフェスティバル2017」競技別大会　開催予定一覧
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